
 　　時 日時　　場 場所　　￥ 料金　　内 内容　　定 定員　申申し込み　　問 お問い合わせ先　　締 締切　　対 対象　胃ファックス　　HP ホームページ　　保 保谷庁舎　　田 田無庁舎凡例

No.163

平成１９年
（2007） /615

10

１９年６月１日現在、（　）は前月比

住
民
登
録

外
国
人
登
録

（　５９増）18万9,724人人口／
（　１３増）　9万3,765人　男　／
（　４６増）　9万5,959人　女　／
（　66増）　8万5,738人世帯／

（　１１増）　　2,942人人口／
（　９増）　　1,343人　男　／
（　２増）　　1,599人　女　／
（　７増）　　１,572人世帯／

総人口/19万2,666人
（59人増）

　日本語を母語としない子どもたちが
抱えるさまざまな問題のひとつとし
て、「受験」や「進学」があります。そ
れらを取り巻く現状や課題等について、
一緒に考えてみませんか。
□講師　 王 　

わ ん

 慧槿 さん（多文化共生セン
ふ い ぢ ん

ター東京代表）
□共催　西東京市多文化共生・国際交
流センター（ＮＩＭＩＣ）
◆生活文化課 　田 （緯内線１４１２）

　

　電気を消して、ロウソクの明かりで
過ごす、省エネルギーのための取り組
み「キャンドルナイト」。夏至にあたる
期間の６月２２日～２４日の夜、午後８時
～１０時の間電気を消し、地球温暖化の

原因とされているCO2の削
減や環境保全を図る取
り組みです。この
期間は都内各所
をはじめ、全
国の主要都
市でもイベ
ントが開
催されま
す。市内
では、市
民団体主
催のイベ
ントが６
月２２日晶に
アスターセン
タコートで、開催

されます。
◆環境保全課　　　

　　 　保 （緯内線２２１５）

　国では、毎年６月２３日～２９日に「男
女共同参画週間」を実施してます。
　今年度は、見出しの標語のもと、各
種行事や広報啓発活動を行います。　
◆生活文化課男女平等推進係
（緯４５０ー００５５）　
　

　市では、男女共同参画週間に、「一人
ひとりが自分らしく自立しいきいきと
個性と能力を発揮できる社会をめざ
す」という基本理念のもと、コミュニ
ケーションについての講演と、体験ワ
ークを行います。
　この機会に、ぜひ大切な方とのコミ
ュニケーションを見つめなおしてみま

せんか。
□講師　森山 貴代 さん（ｉ＆ｉコミュニ

た か よ

ケーションラボ代表）
　定 ３０人
◆生活文化課男女平等推進係
（緯４５０－００５５）

　市では、ハローワーク三鷹と共催で
就職面接会を開催します。参加者の年
齢制限はありません。また、パート勤
務希望者向けの求人や就職に関する相
談コーナーも開設します。現在就職活動
中の皆さん、気軽にご参加ください。
□参加企業
　１５社程度（市内の企業が中心です）
□持ち物
　複数の企業について面接ができます
ので、履歴書を数通お持ちください。
※参加企業と求人内容等の詳細は、開
催日約１週間前に公開となります。
※車での来場はご遠慮ください。
　問 ハローワーク三鷹　職業相談部門
（緯０４２２－４７－８６１７）
◆産業振興課 　田 （緯内線１４４１）

　ピアニストの上田晴子氏が再びこも
れびホールへ帰ってきました。今回は
クラリネットのニコラ・バルデル氏と
チェロ奏者の金子 鈴太郎 氏を迎えて素

り ん た ろ う

晴らしいステージを披露してくれるこ
とでしょう。昨年に引き続き、このコ
ンサートへご招待します。奮って応募
してください。　　　　　　　　　　
※ミシェル・アリニョン氏が来日でき
なくなりましたので、ニコラ・バルデ
ル氏が代演します。
□公演名　『上田晴子＆ミシェル・アリ
ニョン　デュオ・リサイタル』
□出演者　ニコラ・バルデル（クラリ
ネット）・金子鈴太郎（チェロ）・上田
晴子（ピアノ）

　対 市内在住の小学４年生以上～中学生
で、クラシックが好きな方、興味のあ
る方、生演奏を聴いてみたい方
　定 １００人
　申 ・　締 はがきまたはＦＡＸで。①郵便
番号  ②住所  ③氏名  ④学校名  ⑤学年
を明記し、６月３０日松午後５時までに
（必着）、〒２０２－８５５５  中町１－５－１
保谷こもれびホール「上田晴子シート」係
へ。
※希望者多数の場合は抽選となりま
す。当選はチケットの発送をもって代
えさせていただきます。
　問 保谷こもれびホール文化係　　　
（緯４２１－１９１９・胃４３８－７６７６）

　対 市内在住の小学校３年生～高校生
　定 １００人
※応募者多数の場合抽選。昨年参加さ
れなかったお子さんを優先。
□コース・定員・参加費　

　申 詳細は１５日から配布の「参加募集に
ついて」をご覧ください。配布期間…
６月１５日晶から、各児童館・児童セン
ター・田無庁舎一階児童課で配布。ま
たは、市の　HP でご覧ください。
＜キャンプ指導員募集中＞
　６月１日号市報掲載の「キャンプ指
導員」を引き続き募集します。
　締 ６月１９日昇まで。詳細は６月１日号
市報で確認してください。
◆北原児童館（緯４６１－２１５６）

　市では、毎年原爆犠牲者を慰霊し、
平和への決意を新たにする平和記念式
典に青少年を派遣しています。戦争を
体験したことのない青少年が被爆地で
ある広島を訪れ、戦争とは何か、平和
の意義とは何かについて考えます。
□コース
【５日】東京駅集合～広島駅～平和記
念資料館～宿
【６日】式典参加～市内見学～東京駅
解散
　￥ ２０，０００円
　対 中学生以上おおむね２２歳までの市内
在住・在勤・在学者の方
　定 １２人（応募多数の場合は初めての方
を優先し、その後抽選）
　申 ・　締 はがきに住所、氏名、年齢、性
別、電話番号、在勤・在学の方は勤務
先または学校名を明記し、７月１１日昌
までに（必着）、〒１８８－８６６６  市役所生
活文化課「広島平和の旅」係へ
※電話、Ｅメ－ル（ｂｕｎｋａ＠ｃｉｔｙ.ｎｉｓｈｉｔｏ

ｋｙｏ..ｌｇ.ｊｐ）での申し込みも可
《事前学習会》
　平和の旅をより充実したものにする
ため、下記のとおり事前学習を行いま
す。両日とも参加してください。
第１回目　７月２３日捷 午前１０時・田無
庁舎
第２回目　７月３０日捷 午前１０時・田無
庁舎
◆生活文化課 　田 （緯内線１４１２）

□資格　①新人部門：大学、大学院、
専攻科または研究科等で音楽を専攻し
た卒業者およびこれに準ずる３０歳まで
の方（４月１日現在）
②学生部門：各音楽大学長または学部
長推薦の大学生（大学院生含む）
　申 ・　締 参加申込書（企画課窓口で配布。
東村山市　HP からもダウンロード可）を
７月６日晶までに、〒１８９－００１４  東村
山市本町２－３３－２ 東村山市立中央
公民館（緯０４２－３９５－７５１１）へ郵送ま
たは直接持参
◆企画課 　田 （緯内線１１２２）

　６月２３日から西東京市スポーツセン
ター温水プール更衣室のロッカーが変
わります。新しいロッカーは１００円の
リターン式になります。温水プールを
利用する方は、１００円硬貨を用意して
ください。
◆スポーツセンター（緯４２５－０５０５）

スポーツセンターからの
お知らせ

参加費人数対象

９，６００円１０人小学６年生以
上（中高生優先）

①ジュニ
アコ－ス

９，６００円４０人４年生以上②テント
コ－ス

 ９，６００円
５０人

（３年生は
最大２５人）

３年生以上
③エンジ
ョイコ－
ス

※参加費は若干、変更になる場合あり。

講演会「日本語を母語としない子ども
の高校進学を含めた進路について」

616穣 午前１０時～正午
コール田無
※当日、直接会場へ

７月１日７月１日掌掌
午前９時～正午前９時～正午午
田無庁舎市民広田無庁舎市民広場場

※※７月分の申し込みは終了していま７月分の申し込みは終了していますす
※※来場者の駐車場はありませ来場者の駐車場はありませんん

ごみ減量推進ごみ減量推進課課　保保 （（緯緯内線２２２１～２２２３内線２２２１～２２２３））

ストップ温暖化！
「キャンドルナイト」で夏至
の夜を過ごしてみませんか

622畳 午後１時３０分～４時
アスタセンターコート
※当日、直接会場へ

男女共同参画週間

6
29畳

「いい明日は
　　仕事と暮らしの
　　　　　ハーモニー」

23～

623穣 午前１０時～午後１時
市民会館
※電話で申し込み

心のバリアフリ－を目指そう！
「大切な人とのコミュニケーション」

就職面接会
「しごとフェアin西東京」

628状 午後１時３０分～４時
きらっと
※当日、直接会場へ

西東京市の児童を
コンサートへご招待錘

715擾 開場午後２時３０分
開演午後３時
保谷こもれびホール

第７回西東京市立児童館
キャンプ参加者募集

～大自然と友達になろう～

7
2状

２泊３日
山梨県北杜市白洲町
尾白の森キャンプ場

31～
8

青少年のための
広島平和の旅参加者募集

～平和記念式典と原爆ドーム等を見学～

8
6条

１泊２日
広島県広島市

5～

第１４回多摩六都
フレッシュコンサート

8 2状
オーディション
午前１０時～午後３時３０分
東村山市立中央公民館

1014擾 コンサート
午後２時
東村山市立中央公民館


