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「広報西東京」は、古紙混入率100％の再生紙、環境にやさしい大豆インキを使用しています
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場所開演前売り・料金等公演名公演日

Ｍ１４：００一般2,000円　�友 　※託児あり
残席わずか五郎部俊郎テノールコンサート１／１５�

Ｍ１５：００
指定席一般３,０００円　高校生ま
で１,５００円 　自由席３,０００円
�友 　※託児あり

イリ－ナ・メジュ－エワ　
ピアノリサイタル２／５�

Ｓ１９：００一般２,０００円　�友 
※４歳未満入場不可Oboe ４ you ！（オーボエ四重奏）2／１０�

Ｍ１９：００一般３,５００円、学生2,000円 �友 
女神たちが贈る素敵なコンサート
出演：仲道郁代(ピアノ）、山形由美(フル
ート）、佐藤美枝子(ソプラノ）

２／２４�

M１７：００一般４,０００円　�友 
※４歳未満入場不可

こもれびジャズの祭典
出演：日野皓正クイン
テット、ミッキー・カ
ーチス（写真）ほか

３／４ �

M未定※料金、発売日等は、お問合せ
ください　

こもれびお笑いライブ２００６
出演：いつもここから（予定）ほか

３／ ５�

Ｓ１９：００一般２,０００円　�友 
※４歳未満入場不可

尺八、箏の響き
～本間豊堂　衣袋聖志ライブ～3／１０�

ＭＳ１０：００
一般１,５００円、学生1,000円
※当日券のみ販売。
市民招待あり。

第２２回　ピアノオーディション
ＣＤＥ部門　本選会

３／２５�、
　　２６�、
　　２７�

M１０：３０大会１日券4,500円ほか�日本ピアノ教育連盟　第２２回全国大会
没後１５０年　シューマン思索する音楽

３／２９�、
　　３０�

M１8：００一般４,５００円　�友 
 ※１/１３（金）一般前売開始

アコースティックナイト　in こもれび
伊勢正三　太田裕美　大野真澄4／１５�

※特に断り書きのない公演は未就学児の入場が不可。Ｍはメインホール、Ｓは小ホール、Ｅはエン
トランスの略です。�友 マークは、こもれび友の会会員割引適用　　　　　　　　　　　　　　　　
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　地域の人が自主的な運営による
誰でも気軽に参加できるスポーツ
大会です。
▽とき　１月２９日（日）午前９時
３０分～午後４時
▽ところ　西原総合教育施設内ス
ポーツ振興施設（体育館）
▽種目　卓球オープン大会
▽対象　市内在住・在学・在勤者
で中学生以上の方
▽参加費　スポーツクラブ会員・
中学生700円、一般１０００円
▽出場部門　男女シングルス、中
学生、一般（５０歳以上）
▽持ち物　室内運動靴・タオル・
運動のできる服装・昼食・飲物・着替
▽申込　参加者の住所･氏名・連絡
先・出場部門を記載のうえ、１月
２２日（日）までに参加費を添えて
申し込みください。
▽申込問合せ　にしはらスポーツ
クラブ（�６７－９９１９�６７－９９２１）
◆スポーツ振興課（○保 �内線２７１５）

催催 しし
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　誰もがいずれ迎える人生の終え
んに際して、東京都調査で平均で
３５０万円といわれる葬儀費用など、
お葬式に関わる切実な不安を感じ
る方は少なくありません。
　今回の講演会では、お葬式本来
の社会的役割、現在のお葬式の問
題点、これからのお葬式、自分ら
しいお葬式、新しい手法の提言な
どについてお話いただきます。
▽とき　２月１日（水）午後１時
３０分～３時３０分
▽ところ　防災センター
▽講師　二村祐輔さん（葬祭カウン
セラー）
▽定員　５０人（当日受付）
◆消費者センター（�２５－４１４１）

�

　多摩北部都市広域行政圏協議会
が主催する多摩六都フェア合同演
奏会を開催します。各市を代表す
る市民楽団が一堂に会し、日頃の
練習の成果を発表します。
▽とき　２月１９日（日）午後１時
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問い合わせ先場所日時グループ名

飯塚（�６７－９２３１）田無庁舎  　　月曜日午後７時田無国際交流サークル１
今井（�２１－２３６０）田無公民館火曜日午前１０時西東京友愛協会２
遠藤（�０９０－４６０１－
６６８５）保谷公民館     火曜日午後７時「日本語」で交流・虹

の会３

飯塚（�６７－９２３１） 田無庁舎         水曜日午前１０時田無国際交流サークル４
白根（�６８－６２６６） 田無庁舎         木曜日午前１０時日本語を話す会５

中野（�６９－７１１７）
ボランティア・
市民活動センター
保谷活動室

金曜日午前１０時
３０分

「日本語」で交流・虹
の会６

荒井（�２１－７８４３）住吉公民館      土曜日午後２時西東京にほんご教室７
市川（�６３－８８５８）芝久保地区会館土曜日午後１時芝久保日本語教室８

釘宮（�６３－００４７）南町地区会館  月・火・金曜日
午前１０時３０分西東京市国際交流協会９

　市で開催した外国人に日本語を教えるための基礎知識を身につける
「日本語ボランティア養成講座」の受講者を含む多くの市民が、「日本
語ボランティア」として市内の各グループで活動しています。（※下表
参照）日本語ボランティアと一緒に日本語を勉強しませんか。
◆生活文化課（○田 �内線１４１２）

 ��０４２４-２５-０５０５ ０４２４-２５-０５０５　��０４２４-２５-０６０６ ０４２４-２５-０６０６　
ホームページ http://ホームページ http://wwwwww..nniisshhiittookkyyoo..oorr..jjpp//sportscenter/sportscenter/
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▽とき・ところ　３月～平
成１９年３月の毎週土曜日・
月曜日（※祝日を除く）　土
曜日午前９時３０分～午後０
時３０分　ひばりが丘運動
場、月曜日午後６時～８時
（４月～１０月）向台グランド
▽対象　小学校３年生～中
学校２年生の女子（平成１８
年３月現在。（市内・外問
わず）

▽参加費　６，０００円（１年間
・一括・前納）ユニフォー
ム代別途。
▽申込　往復はがきに、住
所・氏名（フリガナ）・電話番
号・学校名・学年・野球経
験の有無・グローブ、バッ
トの有無を明記のうえ、２
月３日（金）までに西東京
市スポーツセンター「女子
軟式野球教室係」へ郵送。
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■「こもれび杯」西東京市
ミニバスケットボール大会
　バスケットボール関係の
グッズ販売コーナーもあり
ます。入場無料
▽とき・ところ　３月１２日
（日）午前９時・スポーツ
センター
▽後援　朝日新聞社東京総
局、㈱アンビション
■第５回西東京市ジュニア
ユースサッカー大会
　クラブチームと市内中学
校のサッカー部が対戦する
大会です。日ごろの練習成

果をぜひご覧ください。
▽とき・ところ　予選リー
グ：３月１９日（日）午前９
時・田無第三中学校・向台
グランド、決勝トーナメン
ト：３月２１日（祝）午前９
時・早稲田大学東伏見グラ
ンド
※雨天の場合、順延になる
ことがありますので、スポ
ーツセンターにお問い合わ
せください。　
▽後援　朝日新聞社東京総
局、ＮＰＯ法人ワセダクラ
ブ、ＦＣ東京
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　今回も早稲田大学スケー
ト部の皆さんを講師として
お迎えします。アイスホッ
ケーのデモンストレーショ
ンもあります。
▽とき　２月８日（水）～
１０日（金）午後６時３０分～
８時３０分　※３日間連続
▽ところ　サントリー東伏
見アイスアリーナ
▽対象　小学生以上の男女
（小学生は保護者同伴）
※今回から手袋・帽子（小

中学生はヘルメット）の着
用を義務付けます。ヘルメ
ットは無料レンタルあり。
▽定員　２００人（先着順）
▽参加費　大人２，５００円、子
供１，５００円（３日間の指導料
・滑走代・貸靴代込み）
▽申込　スポーツセンター
にある所定の申込用紙に必
要事項を記入のうえ、参加
費を添えてお申し込みくだ
さい。受付中。定員になり
次第締め切ります。
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　今年は、スノーシュー（かんじき）
を使って、雪の中での新しい遊び方を
提案します。
▽とき　３月１０日（金）夜発～３月１２
日（日）夜着※２泊３日
▽ところ　長野県戸隠高原
▽対象　１８歳以上の運動可能な方で説
明会に必ず参加できる方
▽定員　２０人（応募者多数の場合抽選）
▽費用　3０，０００円（２泊５食・レンタ
ルスノーシュー代・交通費・お茶代・

保険代込み）
▽説明会　２月１８日（土）午後２時　
スポーツセンター会議室
▽申込　往復はがきに、住所・氏名
（ふりがな）・年齢・日中連絡のつく
電話番号」を明記のうえ、１月３１日（火）
（必着）までにスポーツセンターへ郵
送。Ｗeb申込は、１月３１日（火）午後
３時まで、スポーツセンターホームペ
ージより申し込んでください。
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ミッキー・カーチス

※入場無料。要整理券。整理券は、
１月２０日（金）から田無庁舎３階
企画課、保谷庁舎１階総合案内、
各公民館にて配布
▽ 問合せ　東久留米市立中央公
民館へ（�73－7811）
◆企画課（○田 �内線1115）

３０分開演
▽ところ　東久留米市立中央公民
館ホール
▽出演　ラ・ムシカ・サブローサ
（西東京市）、アンサンブル・ア
ンプリール（西東京市）、小平青
少年吹奏楽団（小平市）ほか

 日本語 を 一緒 に 勉強 しませんか！
にほんご いっしょ べんきょう


