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      ９月は国民健康保険料第３期、介護保険料第３期の納期です。納付には便利な口座振替を。◆保険年金課（�田 �内線１４８１）◆介護保険課（�保 �内線２３２２）

場所開演前売り・料金等公演名公演日
M１７：３０前売４,500円　当日５,000円　◎井上堯之with Friends コンサート９／１６�

M１９：００前売3,000円　当日3,500円　◎
高校生まで1,500円

アンサンブル「音楽三昧」コン
サート９／２９�

M１５：００前売3,000円　当日3,500円　◎
高校生まで1,500円

モーツァルト名曲コンサート
「リンツ 円熟の刻」　オーケス
トラ・シンポシオン VOL.Ⅲ

１０／７�

S１９：００一般3,000円　◎フライデーライブ 阿部よしつ
ぐソロコンサート１０／１３�

S１５：００一般2,000円　３歳～小学生1,000円　
◎

平安隆 沖縄音楽ライブ「かりゆ
しぬあしび」　
ゲスト 琉球エイサー会

１０／１５�

S１９：００一般2,000円　◎フライデーライブ ピアノクイ
ンテット室内楽コンサート１１／１０�

M１４：００一般1,500円　高校生まで1,000円　◎クラシック・ガラ・コンサート１１／２３�

M１９：００S席3,500円　A席2,500円　◎アルゼンチン エンリケ・クッティー
ニ楽団 タンゴ・エモーション１２／２�

M１４：００
１８：００一般6,500円　◎美川憲一コンサート　

※昼夜２回公演１２／９�

Ｍはメインホール、Ｓは小ホールの略　 ◎マークはこもれび友の会会員割引適用
※未就学児は入場不可

　９月は、田無駅南口よりの「鎮
守の森とカッコウのコース（約４．２
キロ�）」めぐりを開催します。　
▽とき　９月２７日（水）※雨天中止
▽集合　田無駅改札口前（午前１０
時現地集合・当日受付）
▽解散　田無駅南口（正午頃予定）
▽コース　田無駅南口→向台公園
阿波州神社→狭山・境緑道→田無
駅南口　
▽持ち物　水筒・雨具
◆公園緑地課（�保 �内線２４３２）

　「家計簿の中で保険料って、どの
くらい占めているのかな？もしか
したら、見直すことで、我が家に
も新しいライフスタイルが増える
かも？」保険の掛けすぎを見極め、
負担を軽くしてみませんか？
▽とき・ところ　9月30日(土)午前
10時～正午・ 消費者センター
▽定員　３０人
▽講師　 高  橋  昌  明 さん（ライフプラ

たか はし まさ あき

ンナー）
▽申込　9月15日（金）から電話で
※先着順、定員になり次第締切
◆消費者センター（�425－4141）

　市には現在、2,800人を超える外
国人登録があり、１０年前と比べて
およそ２倍に増加しています。ま
た、日本で暮らし働く外国人が増
え、長期滞在化、定住化が進むと
いわれる中、日本という「異国」
で外国人が直面しがちな問題を知
り、一緒に考えてみませんか。
▽とき　１０月１日（日）午前１０時
▽ところ　コール田無
▽定員　８０人
▽講師　 関  聡  介 さん（東京弁護士会

せき そう すけ

所属弁護士）
▽申込　当日直接会場へ
▽共催　西東京市多文化共生・国
際交流センター
◆生活文化課（�田 �内線１４１２）

　市の地域間交流都市である山梨
県北杜市須玉町では、今年も「須
玉甲斐源氏祭り」が開催されます。
　今回は、多摩六都ビッグバンド
養成講座から結成された「ノーザ
ンシックス・ビックバンド」の皆
さんが参加して、イベントを盛り
上げます。この機会にぜひお出か
けください。
▽とき　１０月１日（日）午前１０時
３０分～午後５時
▽ところ　須玉ふれあい館広場

▽内容　ステージショー、各種イ
ベントなど　
※市の「ノーザンシックス・ビッ
クバンドは、午後１時ごろ出演予
定です。
▽問合せ　須玉総合支所地域振興
課（�０５５１－４２－１１１３）
◆生活文化課（�田 �内線１４１３）

　あなたの体力は年齢相応ですか
？日頃の運動不足を実感したり、
体力が落ちていることに気がつい
たり…また、逆に体力年齢が実年
齢より若かったり様々です。体力
測定してみませんか。
▽とき　１０月１日（日）午前９時
３０分～１１時３０分、午後１時～３時
▽ところ　きらっと
▽対象　市内在住・在勤・在学者
および近隣市在住の６歳～７５歳
▽測定種目　握力・上体起し・長座
体前屈・開眼片足立ち・１０�障害物
歩行・６分間歩行・２０�シャトルラ
ン・立ち幅跳び・反復横跳び等※年
齢により測定種目は違います。
▽持ち物　運動のできる服装・室
内運動靴・タオル・飲み物等
◆スポーツ振興課（�保 �内線２７１５）

　「ニ胡」は弦が二本の中国の民族
楽器で、独特の音色がなんともい
えない魅力を持っています。
　触れてみたい、体験してみたい

という初めての方、挑戦してみま
せんか！　
▽とき・ところ　１０月９日（祝）
午後２時～４時・田無公民館
▽定員　１０人
▽参加費　1,000円（二胡レンタル
代）
▽講師　楊智    さん（中国天津出身）

ヨ ウ ・ チ

▽申込　９月１９日（火）から電話
で受付（先着順）
▽共催　西東京市多文化共生・国
際交流センター
◆生活文化課（�田 �内線１４１２）

▽とき・ところ　１０月２１日（土）
午前９時～午後４時・きらっと
▽参加資格　市内在学の小学３・
４年生の部・小学５・６年生の部
▽チーム構成　１チーム１０人～１５
人（成人の監督１人）
▽募集チーム数　２０チーム
※保険代として１人３０円×チーム
メンバー分を代表者会議当日に集
めます。
▽申込方法　所定の申込書を、１０
月２日（月）までに、スポーツ振
興課（保谷庁舎４階）・総合体育
館・きらっとのいずれかに提出
※大会要項・申込書は、市内各小
学校に９月初旬に配布済
▽ 代表者会議および組合せ抽選
会　１０月４日（水）午後７時・き
らっと　※必ずご出席ください。
◆スポーツ振興課（�保 �内線2715）
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連絡先参加費ところと　　き団体名
４２０－１３７７ � 緑川無　料スポーツセンター第１・３日曜日 � ９：００～１２：００剣道
４２２－５６０８ � 藤原無　料武道場第１～３日曜日  ９：００～１２：００柔道
４６３－１７６７ � 小林１回７５０円スポーツセンター第１木・金曜日  １０：００～１２：００水泳

４62－2217 � 下田１回１００円
西東京市（東町）テニスコート第２・４土曜日 � １３：００～１５：００

ソフトテニス
芝久保第２運動場第３土曜日 �� １３：００～１５：００

４６１－９６７４ � 伊藤１回３００円スポーツセンター第１・３水曜日 � ９：００～１２：００卓球
４２３－０６３７ � 雲野１回５００円スポーツセンター第２～４木曜日  １８：００～２１：００バドミントン

４６２－１０１１  久保田無　料スポーツセンター第１木曜日 �� １８：００～２１：００
第３土曜日 �� １８：００～２１：００バスケットボール

４２１－１２９１ � 妹尾月８００円武道場　第１・２土曜日 � １２：３０～１４：３０アーチェリー
４２１－７０７５ � 菅野月１０００円総合体育館第１・２金曜日 � １８：３０～２１：００躰道
４２２－１２１５ � 岡村無料スポーツセンター第１～３水曜日  １８：００～２１：００少林寺拳法

４23－1350 � 清水１回３００円
西東京市(東町）テニスコート第３土曜日 �� ９：００～１０：３０

第４火曜日 �� １３：００～１４：３０硬式テニス
芝久保第２運動場第４土曜日 �� ９：００～１０：３０

４２２－８５８８ � 野村１回７００円武道場第３・４日曜日 � ９：００～１２：００太極拳
４２２－５８７８ � 茂木１回５００円スポーツセンター第１日曜日 �� 15：００～１８：００ダンススポーツ
４６４－７３７０ �� 林月３００円北原運動場第１・２土曜日 � １１：４０～１４：２０ターゲットバードゴルフ
４６１－７０５８ � 西潟無　料北原運動場第１～３月曜日  １１：４０～１４：２０グラウンドゴルフ
４７８－０３５１ � 芝田無　料総合体育館第１・２月曜日 � １８：００～２１：００合気道

※種目によっては日程変更等がありますので、各団体へご確認ください。

　体育協会加盟団体では、さまざまなス
ポーツ教室を行います（表参照）。幅広
い種目がありますので、この機会に、皆
さんぜひご参加ください。なお、保険料
は参加者負担となります。参加資格、内
容等、詳しくは、各団体（連絡先）へお
問い合わせください。
◆スポーツ振興課（�保 �内線２７１４）
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��西西東東京京市市文文化化・・ススポポーーツツ振振興興財財団団
〒〒２２００２２－－８８５５５５５５西西東東京京市市中中町町１１～～５５～～１１
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痛みの緩和・解消トレーニング教室

   今回は「骨粗そう症の予防・改善」がテーマです。骨量を測定し、その状態
に応じた運動プログラムで、骨粗そう症の予防・改善を目指しましょう。
▽とき　１０月４日・１８日・１１月１日(水）、１２月６日（水）午前１０時～正午
▽ところ　スポーツセンター
▽対象・定員　トレーニング室の初心者講習会を受講している方・６人
※初心者講習会は開催日時が決まっています。ホームページ、電話等で確
認のうえ、ご参加ください。　　　　　

▽申込　往復はがきに、住所・氏名・電話番号・年齢・性別を記入のうえ、
９月２７日（水）（必着）までに、スポーツセンター「痛みの緩和・解消トレ
ーニング教室」へ郵送
▽料金　２,０００円（一括・前納）
※３回目に個人の身体状況に応じた運動プログラムを提供し、１か月程度
個別トレーニングをしていただきます。１か月後、効果測定を行い、そ
の結果をもとにその後のトレーニング等について、トレーニング室スタ
ッフが相談させていただきます。（個別トレーニングは１回２００円必要）
※現在、医師による診察を受けている方は、運動することの許可・運動制
限の有無を必ず医師に確認してください。

催催 しし

��０４２-４２５-０５０５０４２-４２５-０５０５　��０４２-４２５-０６０６０４２-４２５-０６０６
ホームページホームページ　http://www.nishitokyo.or.jp/sportscehttp://www.nishitokyo.or.jp/sportscenter/nter/
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１０月～平成１９年３月
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