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１９年９月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万２799人
　　　　　　　（43

住
民
登
録

外
国
人
登
録

　（４８減）１８万９８０２人人口／
　（４５減）９万３７５８人　男　／
　（３減）９万６０４４人　女　／
　（１増）８万５７９３世帯／

　（５増）　　２９９７人人口／
　（３増）　　１３６３人　男　／
　（２増）　　１６３４人　女　／
　（４減）　　１６０９世帯／

　市内の中学生の皆さんが
描き考えた『薬物乱用
防止』を訴えるポ
スターと標語展
です。
「人生を無
駄にしな
い で」と
の願いが
込められ
ている作
品をご覧
く だ さ
い。
□主催　東
京都薬物乱用
防止推進西東

京市地区協議会
◆健康年金課　　　

　　　保 （札４３８ー４０２１）

　
　今月は、ひばりヶ丘駅南口よりの
「ひばりが丘コース（３.３㎞）」を開催
します。※雨天の場合中止
□持ち物　水筒、雨具
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　自分の体力を測定し、健康づくりを
始めましょう。
　内 握力、上体起こし、長座体前屈、開

眼片足立ち、１０ｍ障害物歩行、６分間
歩行、２０ｍシャトルラン、立ち幅とび、
反復横とび等（年齢により測定種目が
異なります）
　対 市内在住・在勤・在学者、近隣住民
□持ち物　室内運動靴は必ず持参 　
運動のできる服装、タオル、飲み物等
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　明治大学マンドリン倶楽部による
「影を慕いて」「丘を越えて」等の演奏
　対 ６０歳以上の市民の方
　定 ３０人（申込順）
　申 ９月２０日昭 午前９時～前日まで（日
曜日・祝日を除く）に、富士町福祉会
館へ直接または電話（札４６５ー９３５０）
で。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

　畑で収穫体験を行い、都市農業の維
持と発展について学びましょう。
　内 ①畑見学、収穫体験、土いじり
　②市内産の農産物紹介と地産弁当
　③市民と農業者との意見交換会
　定 各地区２０人
　申 ９月１８日昇  午前８時３０分から電話
で。
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

　ハーブ農家と学校給食用野菜の栽培
農家を訪ね、農業への理解を深めまし
ょう。
　対 市内在住の小学生以上
　定 ４０人（連名での申込は４人まで可）
□コース　みどりの散策マップ（ある
いは農産物マップ）にかかれているＧ
コース（きつね山コース）
　内 ①農のある景観散策
　②都市型農業・農地・西東京市産農
　産物等についての説明ほ

か

　申 往復はがきに、住所・氏名・電話番
号を明記し、９月２８日晶（必着）まで
に、〒２０２－８５５５ 市役所産業振興課へ
郵送
※返信はがきには、住所・氏名（代表
者）を記入。１件につき１枚限り。ま
た、連名での申し込みの場合は参加者
全員の必要事項を記入し、代表者につ
いては氏名の次に「代表者」と記入
※応募者多数の場合抽選
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

　ハンセン病国立療養所多磨全生園の
見学会を通して、ハンセン病の歴史や
人権について考えてみませんか。

　場 国立療養所多磨全生園、国立ハンセ
ン病資料館（東村山市）
　内 園内の見学、資料館でのビデオ上
映・講話・見学等
　定 ２０人程度（市内在住・在勤・在学）
　申 往復はがきまたはＥメールで、参加
者名・住所・電話番号を明記し、１０月
１日捷（必着）までに、〒２０２－８５５５
市役所生活文化課「人権バスハイク」
係へ
死bunka@city.nishitokyo.lg.jp
※Ｅメールの場合は、必ず件名に
「１０．１３人権バスハイク」と記載。
※返信はがきには、住所・氏名を記入
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　地震が起きたときのために、地震や
消火訓練等を体験できるバスハイクに
参加してみませんか。外国人の知り合
いがいる場合は、ご案内ください。
※雨天時は、防災館と東京ガス資料館
の見学に変更
　対 市内在住・在勤・在学（市内日本語
教室を含む）の外国籍の方とその家族
　定 １８人程度（多数の場合抽選）
　￥ 碓大 ４００円、碓子 （中学生以下）２００円程度
※昼食、飲み物は持参してください
　申 生活文化課窓口または往復はがき、
Ｅメールのいずれかで、参加者名・住
所・電話番号を明記し、１０月３日昌（必
着）までに〒２０２－８５５５ 市役所生活文
化課「国際交流担当」へ
死bunka@city.nishitokyo.lg.jp
※Ｅメールの場合は、必ず件名に「１９
バスハイク（１９Ｂｕｓ）」と記載。
□共催　西東京市日本語ボランティア
連絡会
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）
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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
（札４２１－１９１９　捌４３８－７６７６）
　HP  http://www.nishitokyo.or.jp/komorebi/ 西東京市スポーツセンター

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

場所開演前売料金公　演　名公　演　日

S１９：００一般２,０００円　◎
こもれびジャズ倶楽部　                      
 荒  武 
あら たけ

 裕  一  朗 ＆Ｆｒｉｅｎｄｓ
ゆう いち ろう９／２８晶

M１７：００
一般　前売２，５００円　当日３，０００円◎
４歳～高校生
　前売１，５００円　当日２，０００　★

オペラシアターこんにゃく座
「注文の多い料理店」とうたのステージ９／３０掌

S１８：００一般２，５００円　◎ 重  森 
しげ もり

 三  果 　みやこ遊びうた
み か

１０／６松

S１４：００全３回通し券　８，０００円（残少）
１回券　　　　３，０００円

東京二期会　                                       
笑い満載クラシック「喜劇オペラ」
①第１回「オペレッタ」
②第２回「サルスエラ」
③第３回「オペラ・ブッファ」

①１０／７掌
②１１／１０松
③１２／２掌

S１９：００一般２，０００円　◎
フライデーライブ№６１
 渡  部 
わた なべ

 僚  子 　中村
りょう こ

 備生 　デュオコンサート
そ の う１０／１２晶

M１３：３０一般３，５００円　◎ （残少）春風亭小朝独演会１０／２０松

S１９：００一般３，０００円　◎
フライデーライブ№６２
華麗なるサクソフォーンの調べ　　　　
サックスとピアノの対話

１１／９晶

M１５：００一般３，５００円　学生２，０００円　◎★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１１／１１掌

M１４：００
１９：００一般３，８００円　◎★社会風刺コント集団　　　　　　　　

ザ・ニュースペーパー１１／１６晶

S１９：００一般２，０００円　◎こもれびジャズ倶楽部　　　　　　　　
岸ミツアキ　トリオ１１／２３晶

M１８：００一般Ｓ席３，５００円　Ａ席２，５００円　◎エンリケ・クッティーニ　　　　　　　
タンゴエモーション１２／２掌

M１４：００一般１，５００円　学生１，０００円　◎★クラシック　ガラ　コンサート　Vol.Ⅱ１２／１５松

M１３：３０
１７：００

一般　Ｓ席１，５００円　Ａ席１，０００円
　　　５歳～小学生５００円
※５歳未満の入場不可★

 米村 でんじろうサイエンスショー
よ ね む ら

前売開始日９／２０昭１２／１６掌

Ｍ＝メインホール、Ｓ＝小ホール、Ｅ＝エントランス　◎＝こもれび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　　　

　時 １０月２８日掌　午前９時～午後６時（集合午前８時４５分）
　場 Ａ＆Ａ西東京スポーツセンターフットサルコート（向台町）
　対 ５人以上（GK含む）１２人以内で構成したチーム。カテゴリーは次の２つです。
①１組以上の親子が入っている親子チーム・８チーム
②女性１人以上を含むミックスチーム・８チーム（①②合計１６チーム）
□試合　試合時間２０分（前・後半各１０分、ハーフタイム５分、ロスタイムなし）
　大会は、２グループに分け、各グループで４チーム総当りの予選リーグを行い、各グループの上位２チーム
で決勝トーナメントを実施。試合には小学生以下の子どもを含む親子または女性が必ず出場すること。
　￥ １人５００円×チーム人数分
　申 往復はがきに、チーム名・代表者の氏名（ふりがな）・住所・電話番号・代表も含め参加人数
を明記し、１０月１２日晶（必着）までに西東京市スポーツセンターへ  ※応募多数の場合抽選
□協力　西東京市サッカー協会、FC東京、大塚製薬、Ａ&Ａ西東京スポ－ツセンタ－

スポーツフェスティバル２００７

フットサル大会参加チーム募集！

みどりの散策路めぐり

926浄 午前１０時～正午
集合・解散　ひばりヶ丘駅南口
現地集合（当日受付）

市民体力測定

930擾 受付：午前９時３０分～１１時３０分
　　   午後１時～３時
きらっと

高齢者大学公開講座
「マンドリンコンサート      
～青春よ 永  遠 に～」

と わ

103浄
午後２時～３時３０分
富士町福祉会館

農産物の収穫体験ツアー

106穣
午前１０時集合
保谷地区・ＪＡ東京みらい
田無地区・ＪＡ東京あぐり

農業景観散策

1013穣 午前９時～正午
集合・田無庁舎
※雨天決行

人権バスハイク
「国立療養所多磨全生園・国
立ハンセン病資料館見学会」

1013穣 午後０時１５分～４時３０分
集合・解散　田無庁舎
※応募者多数の場合抽選

国際交流バスハイク
「震度７を体験してみませんか」

1020穣 午前８時５０分～午後４時３０分
集合・解散　田無庁舎
立川防災館／国営昭和記念公園

少年野球教室参加者募集

正しい基本を学んで、もっともっと上手になろう！
　時 １１月４日掌　午前１０時～午後４時（集合午前９時３０分）
　場 向台運動場・市民公園グランド　※雨天の場合は、小学
５・６年生のみ総合体育館で実施　
　対 市内在住・在チームの小学生（市内の少年野球チームに
所属している方は、チームごとに申し込んでください）
　内 守備・走塁・打撃の基本的な技術
□講師　大田卓司さ

ん（元西武ライオンズ）ほか６人
□持ち物　野球のできる服装、スパイク（運動靴可）、グ
ローブ、バット、　帽子、飲み物、弁当、汗拭きタオル
　申 １０月３１日昌までに、所定の用紙でスポ－ツセンタ－へ

薬物乱用防止ポスター・標語展

9
28畳

午前 9 時～午後５時
（初日は正午から、最終日は午後３時まで）
田無庁舎

25杖～


