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１１月は、国民健康保険料第５期、介護保険料第５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)

　田無駅北口より「やすらぎ
のこみちコース（約２.9キロ
�）」めぐりを開催します。
▽とき　１１月２２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　多摩六都科学館
（正午頃予定）
▽コース　田無駅北口→田
無神社→ 總  持 寺   →やすらぎ

そ う  じ じ

のこみち→東京街道→多摩
六都科学館
▽持ち物　水筒・雨具
◆公園緑地課（�保 �内線
２４３２）

　銀葉のハーブにガーデン
シクラメンや新色のビオラ
を寄せ植えして、クリスマ
スのオーナメントで飾った
冬のエクステリア用ギャザ
リング。
▽とき　１１月２３日（祝）午
前１０時～午後３時
▽ところ　東大農場

▽定員　３０人（申込順）
▽講師　 丸末 智子

ま る す え

    さん（グリ
と も こ

ーンアドバイザー）　
▽参加料　１,５００円（教材
費）
▽問合せ・申込先　ＮＰＯ
法人西東京花の会・大森（�
４２３―５８４７）
◆公園緑地課（�保 �内線
２４３２）

　忠臣蔵で知られる赤穂事
件について、時代背景をさ
ぐり事件の真相を第一級史
料から読み解きます。
▽とき　１２月２日（土）・
９日（土）午後２時～４時
（午後１時３０分開場）
▽ところ　田無公民館
▽定員　５０人
▽講師　吉田豊氏（文京学
院大学生涯学習センター講
師、古文書インストラクタ
ー）
▽申込　１１月１５日（水）か
ら中央図書館へ電話
◆中央図書館（�４６５－
０８２３）

　出版社勤務を経て、翻訳
家・編集者として活躍中の

講師が、翻訳の仕事につい
て､出版までの苦労話、日本
と外国の子どもの本のちが
い､子どもの本の必要性等
についてお話しします。
▽とき　１２月２日（土）午
後２時～４時（午後１時３０
分から受付）
▽ところ　保谷公民館
▽講師　さくまゆみこ氏(
翻訳家)
▽共催　子どもの読書勉強会
◆中央図書館（�４６５―
０８２３）

　少し早いクリスマスの思
い出に、休日のひとときを
ご家族でお楽しみください。
▽とき　１２月３日（日）午
後２時開演（午後３時３０分
終演予定）
▽ところ　コール田無
▽内容　フルートとピアノ
によるクリスマスソン
グほか
▽対象・定員　親子（子ど
もは小学校在学まで）・５０組
程度
▽申込　往復はがきで、往
信裏面に、住所・電話番号
・氏名（希望者全員）・子
どもの年齢を、返信用表面
に郵便番号・住所・氏名を

明記し、１１月２０日（月）（消
印有効）までに、〒１８８－
００１１田無町３～７～２子ど
も家庭支援センターへ郵送
※後日、入場整理券を郵送
（応募多数の場合は市内在
住の方を優先とします。）
◆子ども家庭支援センター
のどか（�４５１－０６００）

▽とき　１１月２５日（土）・
２６日（日）午前１０時～午後
５時（２６日は午後４時まで）
▽ところ　芝久保公民館・
芝久保図書館
▽内容　◎講演…「江戸凧
のはなし」　◎発表…路上
ライブ「よさこいソーラン」
・田無みんよう・ウクレレ
・落語・かっぽれ・ハワイ
アン・ギターな

ど　◎展示…
陶芸・書道・キルトな

ど

◎子どもコーナー…英語あ
そび・ものづくり・紙しば
い　◎いこいのコーナー…
パン・駄菓子・綿あめな

ど

◆芝久保公民館（�４６１－
９８２５）

　下野谷遺跡の東側大部分

は早稲田大学の校地内にあ
り、大学による発掘調査が
行われました。この調査で
見つかった下野谷遺跡の縄
文時代の遺物等の展示を行
います。
※早稲田大学職員による解
説あり
▽とき　１１月２７日（月）～
１２月１６日（土）午前１０時～
午後５時　※日曜日休館
▽ところ　新宿区西早稲田
１～６～１「早稲田大学西
早稲田キャンパス（本部キ
ャンパス）内」
▽申込　期間中直接会場へ
▽協力・問合せ　早稲田大
学（�０３-５２８６-３８３５）
◎ギャラリートーク
▽とき　１２月2日（土）午前
１１時～１１時４０分
▽集合　早稲田大学會津八
一記念博物館入口　午前１０
時５０分
※地下鉄東西線「早稲田駅」
下車徒歩５分
▽申込　往復はがきに、住
所・氏名・年齢・電話番号
を明記し、１１月２2日（水）
（消印有効）までに、〒２０２
―８５５５西東京市役所保谷庁
舎社会教育課へ（複数可）
◆社会教育課（�保 �内線
２７１２）

催催 しし
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場所開演前売り・料金等公演名公演日

Ｓ1０：００各日午前９時３０分から入場無料
整理券を先着１００人に配布

第２３回　ピアノオーディション　
関東地区予選Ｅ部門　

１１／１６�
１１／１７�

M1４：００一般1,500円、高校生まで1,000
円�友 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　�友 
アルゼンチンタンゴ
エンリケ・クッティーニ楽団
タンゴエモーション

１２／２�

Ｓ1９：００一般前売2,000円、当日2,500円
　�友 

フライデーライブ　梶原まり子ラ
イブ／ジャズボーカル１２／８�

M1４：００
18：００一般6,500円　�友 美川憲一コンサート　　

※昼夜２回公演１２／９�

M1３：００一般3,000円、中学生以下2,000
円�友 

新春こもれび寄席　
出演：林家木久蔵、春風亭昇太ほか１／７�

Ｓ1９：００一般3,000円　�友 フライデーライブ　
本田竹広メモリアルコンサート１／１２�

M1５：００一般3,500円、高校生まで2,000
円�友 

フレッシュ名曲コンサート　
こもれびホール　
オーケストラコンサート2007

１／２１�

M未定未定こもれびお笑いライブ! 2007　　
※出演者未定２／１７�

M1９：００一般3,500円、高校生まで2,000
円�友 

女神たちが贈る素敵なコンサート
出演：加藤知子、川田知子、戸田
弥生、堀米ゆず子

２／２３�

M1７：３０一般4,500円　�友 こもれびジャズナイト  熱帯JAZZ
楽団  　※11/30（木）発売開始３／３�

M1６：００一般3,800円　�友 和太鼓　東京打撃団　
※11/24（金）発売開始３／２５�

Ｍはメインホール、Ｓは小ホールの略　　 �友 マークは、こもれび友の会会員割引適用

参加費場所と　き　・　定　員　教　室　名

３500円

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

１/９･２３･３０、２/１３･２７、３/１３･２７（第２･４・
５火曜日全７回）１８：５０～２０：３０　定員３０人中級水泳教室

３０00円１／９･２３、２／１３･２７、３／１３･２７（第２･４
火曜日　全６回）１３：５０～１４：５０　定員３０人水中ウォーキング

5000
円

１／１５～３／２６（毎週月曜日　全１０回）
９：５０～１０：５０　定員３０人

アクアエクササイズ　
月曜コース（65歳未満の方）

１／１０～３／１４（毎週水曜日　全１０回）
９：５０～１０：５０　定員３０人

アクアエクササイズ　
水曜コース（65歳未満の方）

１／１０～３／１４（毎週水曜日　全１０回）
１０：５０～１１：５０　定員３０人

アクアエクササイズ　シルバー
コース（65歳以上の方）

５000円１／１２～３／１６（毎週金曜日　全１０回）
①１４：５０～１５：５０②１５：５０～１６：５０　各２０人

幼児水泳教室①②
（平成１２年4月２日～１4年4月１日生
まれの幼児）

5000
円

プ
ラ
イ
ゾ

田
無

１／１５～３／２６（毎週月曜日　全１０回）
９：１５～１０：１５　定員２５人

初めての方のプライゾシルバー
アクア　（65歳以上の方）

１／１１～３／１５（毎週木曜日　全１０回）
９：１５～１０：１５　定員２５人

プライゾシルバーアクア
木曜コース（65歳以上の方）

４000円

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

１／１１～３／１５（毎週木曜日　全１０回）
１９：００～２０：３０　定員５０人ソフトエアロビクス

１／１０～３／１４（毎週水曜日　全１０回）
１５：３０～１６：３０　定員５０人ラテンエアロビクス

１／１０～３／１４（毎週水曜日　全１０回）
１６：４５～１７：４５　定員２５人ピラティス

１／１３～３／１７（毎週土曜日　全１０回）
①１２：１５～１３：２５②１３：４０～１４：５０　各５０人フィットネスボクシング①②

武
道
場

１／１０～３／１４（毎週水曜日　全１０回）
①９：１５～１０：２５②１０：４０～１１：５０　各５０人ヨーガ式健康体操①②　

１／１０～３／１４（毎週水曜日　全１０回）
１３：１５～１４：４５　定員２５人ボールエクササイズ①

総合
体育館

１／１５～３／２６（毎週月曜日　全１０回）
１３：１５～１４：４５　定員２５人ボールエクササイズ②

４000円

　
　
　
　
　
　
　

き
ら
っ
と

１／１０～３／１４（毎週水曜日　全１０回）
１３：３０～１４：４５　定員６０人きらっと初中級エアロビクス

１／１２～３／１６（毎週金曜日　全１０回）
９：３０～１０：３０　定員３０人きらっとフィットネスヨーガ

１／１２～３／１６（毎週金曜日　全１０回）
１０：４５～１１：４５　定員２５人きらっとピラティス

１／１２～３／１６（毎週金曜日　全１０回）
１５：１５～１６：３０　定員４０人きらっと格闘技エアロビクス

１／１２～３／１６（毎週金曜日　全１０回）
１７：００～１８：００　定員４０人きらっとパワーヨーガ

１／１２～３／１６（毎週金曜日　全１０回）
１９：００～２０：３０　定員４０人きらっとナイトエアロビクス

１／１３～３／１７（毎週土曜日　全１０回）
１３：００～１４：３０　定員４０人きらっとトータルエアロビクス

３０00円ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー

２／１０～３／１７（毎土曜日　全６回）
９：５０～１０：５０　定員２０組

プカプカキッズスイミ
ング親

子
教
室

４０00円１／１８～３／２２（毎木曜日　全１０回）
①９：３０～１０：３０②１０：４５～１１：４５　各３０組

ママ・パパとチビッコ
の体操教室① ②　

４０00円きらっと１／１８～３／２２（毎木曜日　全１０回）　　
１０：００～１１：００　定員２５組

きらっと　ママ・パパ
とチビッコの体操教室

親子教室親子教室　�対象　平成１４年４月２日～１６年４月１日生まれの未就学児とその親
（プカプカキッズスイミングはおむつのとれているお子さん限定）。子ども１人に
大人１人の付き添い参加。※往復はがきのみの受け付けとなります。

��００４４２２--４４２２１１--１１９９１１９９ ��００４４２２--４４３３８８--７７６６７７６６
ホホーームムペペーージジ hhttttpp::////wwwwww..nniisshhiittookkyyoo..oorr..jjpp//kkoommoorreebbii//
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スポ－ツセンタ－定期清掃・点検のお知らせ
　12月18日(月)～22日(金)まで、定期清掃・点検のため全館休館（期間中の公共予約システム
は、スポーツセンターに設置してある端末のみ午前9時から午後５時まで）。
　プールは、12月18日(月)から年内は設備工事のため、お休みです。お間違いのないよう日程
等をご確認ください。
年末年始の休館のお知らせ
◎スポーツセンター…１２月２９日(金)～１月２日(火)
◎武道場、東町テニスコート、健康広場、ひばりが丘運動場…１２月２９日(金)～１月３日(水)
※休館の間は公共施設予約システムも使用できませんので、ご注意ください。
◎保谷こもれびホ－ル…１２月２8日(木)～１月3日(水)

参加費場所と　き　・　定　員　教　室　名

5000円スポーツ
センター

１／１５～３／２６　毎週月曜日　全１０回
１０：５０～１２：２０　定員３０人初心者水泳月曜コース

１／１１～３／１５　毎週木曜日　全１０回
１９：００～２０：３０　定員３０人初心者水泳木曜コース
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�対象　１6歳以上の運動可能な方。応募者多数の場合は、初心者を優先し、そ
の他の方については抽選とします。�申込方法　往復はがきに、住所・氏名(
ふりがな)・年齢　[親子教室は、子どもの氏名(ふりがな)・性別・生年月日・

年齢も]・電話番号・教室(コース・クラス名)・教室参加経験の有無および回数・[妊娠中
の方はその旨]を明記し、スポーツセンターへ１２月１９日�までに郵送（必着）。
※ホ－ムペ－ジからＷｅｂ申し込みもできます。１1月１5日�～１２月１９日�午後3時まで。
※教室の開催日…祝日等のお休みがありますので、ご注意ください。
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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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※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。


