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１９年５月１日現在、（　）は前月比

総人口/19万2,607人
（381増）

住
民
登
録

人口／18万9,676人（281増）
　男　／  9万3,761人（167増）
　女　／  9万5,915人（114増）
世帯／  8万5,672  （294増）

外
国
人
登
録

人口／2,931人（100増）
　男　／1,334人（52増）
　女　／1,597人（48増）
世帯／1,565　　（87増）

場所開演前売料金公　演　名公　演　日

Ｓ１９：００一般２，０００円　◎ 椎  名  豊 Trio
しい な ゆたか

５／２５晶

Ｍ１９：００一般５，５００円　◎
※残席わずか

ナイト・オブ・モータウン２００７
テンプテーションズ＆ザ・サウ
ンド・オブ・シュープリームス

６／１晶

Ｓ１９：００一般２，０００円　◎ 吉  岡  秀  晃 トリオ
よし おか ひで あき

６／２２晶

Ｍ１８：３０一般３，５００円　◎ 桂  歌  丸 　独演会～夏の 夜  噺 ～
かつら うた まる よ ばなし

６／２８昭

Ｍ１５：００
一般前売３，０００円
当日３，５００円
高校生まで１，５００円　◎★

 上  田  晴  子 ＆ミシェル・アリニョ
うえ だ はる こ

ン　デュオリサイタル７／１５掌

Ｓ１９：００一般２，０００円　◎中村 善  郎 ボサノヴァ・ライヴ 
よし ろう

with フェビアン・レザ・パネ
７／２７晶

Ｓ１３：００
１６：００

中学生以上１，０００円
子ども（４歳以上）５００円 ★

ミュージカルファンタジー
「センチコガネムシの愛」
～ファーブルの昆虫記より～

８／１１松

Ｓ１９：００一般２，０００円　◎
モヒカーノ 関 　ラテンジャズ

せき

八重奏団［サルテモス］
前売開始日５／２５晶

８／２４晶

Ｍ①１１：００
②１４：００

一般（中学生以上）１，０００円
子ども（４歳以上）５００円
（各公演）
・①は４歳未満無料（座席
利用の場合有料）
・②は４歳未満入場不可。
託児サービスあり。

音楽のおくりもの
①わいわいコンサート
②アフタヌーンコンサート
前売開始日５／３１昭

８／２６掌

Ｍ＝メインホール、Ｓ＝小ホール、Ｅ＝エントランス
◎＝友の会会員割引あり　★＝託児サービスあり
※特に断り書きのない公演は、未就学児の入場は不可

　平成１６年度から実施しているＮＰＯ
企画提案事業で採用、実施された団体
の事業の概要を展示します。
◆生活文化課 　田 （緯内線１４１４）

　５月は「まちの里山コース」（３．２㎞）
を開催します。
　今年度は、「みどりの散策マップ」の
なかから、季節に合ったコースを年３
～４回開催する予定です。
　開催日は、平日参加できない方も参
加しやすい土曜日に開催します。
□持ち物　水筒、雨具
◆公園緑地課 　保 （緯内線２４３２）

　人と犬が快適で安全な
暮らしをするために
は、犬の生理、行
動を理解し、必
要なルールを
教えていく
ことが大
切です。
　犬を飼
っている
方、これ
から飼う
ことを検
討してい
る方、犬の
しつけ方の入
門編ですので、

ぜひ参加くださ
い。

　内 犬のしつけ方、マナー等の
講習と実習等※当日、飼い犬は連れて
こないでください。
　講 東京都動物愛護相談センター職員
　定 ４０人
◆環境保全課 　保 （緯内線２２１２）

　姉妹・友好都市の福島県下郷町・千
葉県勝浦市と山梨県北杜市（須玉町）
が観光ＰＲと特産品の販売を行いま
す。ぜひ、お越しください。
□特産品　じゅうねん味噌・じゅうね

ん大福・あじのひらき・かつおの角煮・
「おいしい学校」で作ったパン等
◆産業振興課 　田 （緯内線１４４２）

　多摩六都科学館は、構成５市（小平
市、東村山市、清瀬市、東久留米市、
西東京市）と共同で自然観察会を実施
します。
　第１弾として、海の生き物をテーマ
に神奈川県の観音崎までバスで行き、
磯に入って磯の生き物の観察と観音崎
自然博物館見学等を行います。
　詳細は、多摩六都科学館　HP をご覧く
ださい。
　HP  http://www.tamarokuto.or.jp/ 
　対 小平市、東村山市、清瀬市、東久留
米市、西東京市在住の小学３年生～高
校生
　定 ４０人
　￥ １００円（保険料として当日徴収）
□持ち物　弁当（いたみにくいもの）・
水筒・雨具・帽子・タオル・ティッシ
ュ・筆記用具・濡れてもよい靴（ビー
チサンダル不可）・短パン・着替え等
　申 はがきに、イベント名・住所・氏名・
年齢（学年）・電話番号を明記し、６月
５日昇（必着）までに、〒１８８－００１４
芝久保町５－１０－６４多摩六都科学館へ
※応募者多数の場合は抽選し、当選者
のみに通知。
◆企画課（緯内線１１１１）

　わらべうた遊びや、絵本の読み聞か
せを通して、子どもとともに育ち合
い、子育ての楽しさを共感し合いませ
んか。

　時 ６月１９日、７月１０日、８月７日、９
月１１日、１０月１６日、１１月１３日、１２月１１
日の火曜日・午前１０時４５分～１１時３０分
　場 コール田無
　対 市内在住で子育てが初めて（６月１
日現在０歳児の保護者）で、可能な限
り７回連続で参加できる親子
　定 １５組
　講 服部雅子さ

ん（保谷わらべうたの会）
　申 往復はがきに、住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・子どもの氏名・月齢を
明記し、５月２３日昌（消印有効）まで
に、〒１８８－００１１田無町３ー７ー２コ
ール田無「子ども家庭支援センター」
へ
※返信面には、応募者本人の住所・氏
名を記入。
※応募者多数の場合は抽選。
◆子ども家庭支援センターのどか
（緯４５１－０６００）

子育て支援連続講座
「親子で楽しむわらべうた」

犬のしつけ方教室

530浄 午後１時３０分～３時３０分
防災センター６階講座室Ⅱ
※当日、直接会場へ

多摩・島しょ子ども体験塾
自然観察会～６月・磯の生き物観察等～

617擾 午前８時～午後５時
集合・解散　田無庁舎
※小雨決行・荒天中止・後日決行

ＮＰＯ企画提案事業パネル展示

5
31状

田無庁舎２階展示コーナー
※直接会場へ

24～

姉妹・友好都市観光物産展

6 3擾
午前１０時～午後３時
田無駅北口「アスタ」２階センターコート

みどりの散策路めぐり

526穣 午前１０時～正午
集合・解散　保谷駅北口
※現地集合・当日受付

夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏のののののののののののののののののののののハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン夏のハイキンググググググググググググググググググググググ　～世界自然遺産を歩く～
　ユネスコの世界自然遺産にも登録されている青森県 白  神  山  地 と清流で有名

しら かみ さん ち

な 奥  入  瀬 渓流、津軽の名峰 岩  木  山 をハイキングします。
お いら せ いわ き さん

□説明会　６月３０日松午後２時～西東京市スポーツセンター会議室
※説明会に必ず出席してください。出席できない方は参加できません。
　時 ７月１２日昭～１４日松２泊３日※羽田空港集合、解散となります。
　場 青森県 十  和  田  市 、 西  目  屋  村 、 鯵  ヶ  沢  町 

と わ だ し にし め や むら あじ が さわ まち

　￥ １人５５，０００円　（飛行機代・宿泊費・２泊７食・バス代・ガイド代・ハイキ
ング保険代込み）※羽田空港までの交通費は参加費に含まれません。
　定 ３０人（応募者多数の場合は抽選）※最少催行人数２０人
　対 １６歳以上のハイキングをするのに問題のない方
　申 往復はがきに、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、日中連絡のつく電話
番号を明記のうえ、西東京市スポーツセンター「世界遺産ハイキング」へ
この教室はweb申し込みも可能です。上記　HP より申し込みください。
　締 ６月２２日晶必着（web申し込みは同日午後３時まで）

　

　生活習慣病の原因ともなる肥満を予防し、快適な日常生活を送るための
「基礎代謝向上トレーニング」です。脂肪の燃焼効率がいい体に改造しませ
んか？基礎代謝を測定し、効果を実感できるカリキュラムとなっています。
　時 ６月１２日昇・２６日昇・７月１０日昇・８月８日昌（全４回）午前１０時～正午
※最終日は効果測定を行います。
　場 西東京市スポーツセンター　トレーニング室
　対 １６歳以上の運動可能な方　
　定 ６人（応募者多数の場合は抽選）
　￥ ２，０００円（一括・前納）
　締 ６月１日晶必着
　申 往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢・性別を明記のう
え、西東京市スポーツセンター「痛みの緩和・解消トレーニング教室」へ
※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
別にトレーニングをします。１か月後、効果測定を行います。効果測定をも
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しま
す。この期間のトレーニング室利用料は別途必要です。
※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。

文化・スポーツ情報 除西東京市文化・スポーツ振興財団（〒２０２－８５５５中町１－５－１）

保谷
こもれびホール

（緯４２１－１９１９　捌４３８－７６７６）
　HP  http://www.nishitokyo.or.jp/komorebi/

西東京市
スポーツセンター

（緯４２５－０５０５　捌４２５－０６０６）
　HP http://www.nishitokyo.or.jp/sportscenter/
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