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１９年８月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万２８４２人
　　　　　　　（１０８増）

住
民
登
録

外
国
人
登
録

　（６１増）１８万９８５０人人口／
　（３２増）９万３８０３人　男　／
　（２９増）９万６０４７人　女　／
　（２５増）８万５７９２世帯／

　（４７増）　　２９９２人人口／
　（１９増）　　１３６０人　男　／
　（２８増）　　１６３２人　女　／
　（３２増）　　１６１３世帯／

　
　西東京市梨生産組合では、生産者が
一生懸命育てた新鮮で美味しい「保谷梨」
のＰＲをかね、「第８回保谷梨まつり」
を開催します。
　当日は、保谷梨の無料配布と即売会等
を行なう予定です。
　午後のひととき、家族・友達等お誘いあ
わせのうえ、お越しください。
　各園では、８月中旬～９月中旬にかけ
て、とりたての梨やブドウの直売と地方発送
を行います。また、一部の園では、梨のもぎ
取りもできますのでご利用ください。
　問 ＪＡ東京みらい保谷支店（札４２１－
６４７９）　
西東京市梨生産組合（札４７８－７４４１）　
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

　日本には昔から伝わる「け
ん玉」「ベーゴマ」「お
りがみ」「お手玉」
といった数々の
遊びがありま
す。残りわ
ずかとな
った夏休
み、それ
ぞれの遊
びの達人
とともに
楽しい思
い出をつ
くりましょ
う。
※当日は紙芝

居も上映します。
　対 小学生～中学生ま

で
　定 ４０人（先着順）
　￥ 無料
□共催　西東京市多文化・国際交流セ
ンター（ＮＩＭＩＣ）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　
　みんなが知っているおはなしを、英
語できいてみませんか？
「英語ってなあに？」というお友達も
だいじょうぶです。
ぜひ、あそびにきてくださいね！
　対 小学生までとその保護者
　内 パネルシアター・英語のうた　など
□講師　 城  戸  由  美 さん（絵本と語りの会

き ど ゆ み

会員）
◆谷戸図書館（札４２１－４５４５）

　原爆が投下された直後の長崎、かろ
うじて生き延びた秋月辰一郎医師が長
崎の人々と再び立ち上がるまでを実話
をもとに描いています。
　定 ５００人（先着順）
□主催　非核・平和をすすめる西東京
市民の会／西東京市
※広島平和の旅報告会・「原爆の記」著
者のご子息、 指  田  勢  郎 さんのお話も同時

さし だ せい ろう

に予定しています。
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　せん定、病害虫防除、施肥などバラ
栽培の理論と実技の講座です。本格的
にバラ栽培に取り組みたい方は、ぜひ
ご参加ください。
　時 ９月～平成２０年２月（毎月第３土曜
日・午後１時～３時・全６回）　
　場 講義（第１回～３回）西東京いこい
の森公園セミナールーム・実践（第４
～６回）芝久保バラ園
　定 ３０人（申込順）
□講師　 上  松  淳  一 さん（ＮＰＯ西東京花

あげ まつ じゅん いち

の会会員・グリーンアドバイザー）
　￥ ５,０００円（６回分、教材費、資料代含
む）
　申 往復はがきに住所・氏名・電話番号・
「バラ栽培実践教室受講希望」と明記
し、〒１８８―００１１田無町４－２１－８－
１０３小山田勇治気付ＮＰＯ西東京花の
会「バラ栽培実践教室受講希望」係へ
（日頃バラ栽培で苦労していることが
あれば、付記してください。）
　問 ＮＰＯ西東京花の会・上松（札４７８－
３８３２）
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　市の姉妹都市である福島県下郷町
で、「下郷ふるさと祭り“楽しもごう
2007”」が開催されます。この機会に
ぜひお出かけください。

　問 下郷町役場事業課産業振興班商工観
光係（札0241－69－1144）
※当日ウォーキングイベントもありま
す。興味のある方はご参加ください。
　問 下郷町観光協会（札０２４１－６８－
２９２０）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

ソフトバレーボール教室
□受付：午前９時１５分～１１時３０分
　時 ９月３日捷・７日晶・１０日捷　１４日晶
ソフトバレーボール交流会（試合）
□受付：午後０時３０分～５時
　時 ９月１７日捷抄
　場 きらっと
　対 市内在住・在勤・在学者　
参加費無料
　定 ３０名（先着順）
□持ち物　室内運動靴・タオル・運動
のできる服装・飲み物・着替え等
□指導者　体育指導委員
　申 はがきに住所・氏名・電話番号・参
加希望日（全日可）を記入のうえ、８
月２７日捷（必着）までに〒２０２‐８５５５
西東京市役所保谷庁舎スポーツ振興課
『ソフトバレーボール教室参加申込』
係へ
※定員にもれた方のみ連絡します。　
◆スポーツ振興課 　保 （４３８－４０８１）

～テレビ、ビデオ、ゲームづけになって
いる子どもたちの言葉の獲得について・
幼児の気持ちの受けとめ方について～
　対 幼稚園在園児・市内在住の未就学児
のいる保護者
　定 ５００人
□講師　木村はるみさ

ん（教育研究所ゆ
ずりは代表）
□保育　２５人（１歳以上就学前の乳幼
児）
※飲み物持参
※保育申し込みの場合は往復はがきに、住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・お子さんの
氏名・年齢を明記し、８月２４日晶（消印有
効）までに、〒１８８―００１１田無町３－７－
２コール田無３階「子ども家庭支援センタ
ー」へ
▽返信表面には、応募者本人の住所・氏
名を記入してください。
※応募者多数の場合は抽選
□共催西東京市私立幼稚園連絡協議会
◆子ども家庭支援センター
　　　　　　　　　保 （札４５１－０６００）

　～言問橋・戦災資料センター・第五
福竜丸展示館を見学～
　東京大空襲の惨状がわかる戦災資料
センターと、太平洋ビキニ環礁沖で核
実験に遭遇し廃船となった第五福竜丸
展示館を見学します。
　ピースウォークを通じて、核兵器や
戦争、そして平和について一緒に考え
ましょう。
　対 市内在住・在勤・在学者
　定 ３０人（申込多数の場合は昨年参加さ
れなかった方を優先したうえで抽選）
□交通　徒歩とバス
□行程　田無庁舎→保谷庁舎→言問橋
（通過）→東京大空襲・戦災資料セン
ター→第五福竜丸展示館（昼食）→保
谷庁舎→田無庁舎
　￥ ３００円程度（施設入場料）昼食は各
自で持参
　申 往復はがきに住所・氏名・年齢・電話番
号・市内在住でない在学・在勤者は学校
名または勤務先・希望する集合場所（田無
庁舎または保谷庁舎）を記入し、８月３１日
晶（消印有効）までに生活文化課「ピースウ
ォーク係」へ
※はがき１枚で４人まで申し込みでき
ます。
□主催　非核・平和をすすめる西東京
市民の会／西東京市
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

第１部　 恩  地  日  出 夫監督・市原悦子氏
おん ち ひで お

によるトークショー　第２部　映画
「わらびのこう（蕨野行）」上映
　定 ５００人
　申 往復はがきに、郵便番号・住所・電
話・参加希望人数（１枚２人まで）、参
加者全員の氏名、保育希望者・車椅子
の方はその旨を明記して〒２０４－８５１１
　清瀬市企画部秘書広報課「わらびの
こう」係へ９月７日晶（消印有効）
※必ず返信部に応募者の住所、氏名を
明記してください。なお駐車場はあり
ません。
□主催　清瀬市、多摩東人権啓発活動
地域ネットワーク協議会
□共催　小平市、東村山市、東久留米
市、西東京市ほ

か

　問 清瀬市企画部秘書広報課広聴係
（札０４２－４９２－５１１１　内線２１６）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　　　　　　　　　　

夏休み企画
　　　「英語でおはなし会」

824畳 午前１１時から
谷戸図書館　おはなしコーナー
※当日直接会場へ

第８回保谷梨まつり

821杖 午後３時～
保谷庁舎スポーツセンター
※小雨決行

夏休み伝承遊びを楽しもう

824畳 午前１０時～正午
きらっと　多目的ホール
※当日直接会場へ

夏休み・平和映画会
アニメ「ＮＡＧＡＳＡＫＩ　１９４５　
　　　　　　アンゼラスの鐘」

825穣 午後２時開演
市民会館公会堂
※当日、直接会場へ

第３回　バラ栽培実践教室

「下郷ふるさと祭り　　　　
　　　薪楽しもごう２００７身」

9 2擾
午前１０時（予定）
下郷町「大川ふるさと公園」
ステージショー、各種イベント

市民体力づくり教室
「ソフトバレ－ボール教室」

9 3条 午前９時３０分～１１時３０分
初心者でも楽しめるスポーツ

子育て支援講演会
「幼児期の発達を促す親のか
かわり方」

914畳 午前１０時～１１時３０分
保谷こもれびホール

　　　ピースウォーク

915穣 午前８時３０分田無庁舎１階ロビー
午前８時５０分保谷庁舎玄関前

多摩東人権啓発活動地域ネッ
トワーク協議会事業
「トークショーと映画上映会」

1027穣 午後１時～４時４０分
清瀬市立清瀬市民センター　ホ
ール（清瀬市元町１－６－６）

映画「わらびのこう」　


