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総人口/１9万2835人
　　　　　 　（36増）

住
民
登
録

外
国
人
登
録

　（１５増）１８万９８１7人人口／
　（１７減）９万３７４１人　男　／
　（３２増）９万６０７６人　女　／
　（７増）８万５８００世帯／

　（２１増）　　３０１８人人口／
　（２減）　　１３６１人　男　／
　（２３増）　　１６５７人　女　／
　（１３増）　　１６２２世帯／平成１９年10月１日現在、（　）は前月比

　「来て、見て、考えて！いいことある
よ生活展」
　豊かな楽しい消費生活を送っていた
だくため、消費生活展を開催します。

※はなバス第５ルート「消費者センタ
ー・商工会前」下車が便利

です。
興共同提案コーナ
ー…リサイクル
プラザ活用提
案　興消費
者グルー
プ研究発
表・活動
紹介（パ
ネ ル 展
示・作品
展示）
興茶碗リ
サイクル…
壊れたり不用
となった茶碗、

湯呑み、皿等を回
収（産地で陶磁器に再

生）　興手作りおやつ喫茶
コーナー　興とれたて地場野菜の販売
興消費生活相談コーナー
★講演…１０月１５日捷午後２時～４時・
こもれびホール小ホール『いのちと心
を守る都市の森』・講師… 宮  脇  昭 氏（横

みや わき あきら

浜国立大学名誉教授・国際生態学セン
ター研究所長）　
□企画・運営　消費生活展実行委員会
◆消費者センター（札４２５ー４１４１）

　今月は、田無駅北口発の「東大農場・
演習林コース（４．２㎞）」を開催します。
　申 当日受付
□持ち物　水筒、雨具
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　「絵本と語りの会」によるおはなし会
です。パネルシアター・絵本の読み聞
かせ・簡単な工作をします。
　対 １～３歳程度のお子さんと保護者
◆谷戸図書館（札４２１－４５４５）

　沖縄を代表する伝統染織です。美し
い染をどうぞご覧ください。
　問 にしはらスポーツクラブ
（札４６７－９９１９）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　消防団員の活動技術の向上と士気高
揚を図るため、各分団で競い合い日ご
ろの訓練の成果を披露します。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

　初心者を対象に、靴の選び方から滑
り方まで実技を交えて指導します。
　対 小学校１年生～一般（小学校３年生
以下は保護者同伴）
　定 ３０人（当日午前９時３０分から先着順）
　講 東京都ローラースポーツ連盟指導員
□持ち物　インラインスケート・プロ
テクター・ヘルメット等（若干の用具
は用意します）
　問 東京都ローラースポーツ連盟加盟団
体・ブリザードクラブ代表・高萩（札
４５８－７１７２）　
◆みどり公園課 　保 （札４３８ー４０４５）

　外国人にとって、日本という外国に
住むことは、言語・文化・習慣の違い
等に戸惑い悩むこともあります。　
　地域の国際化について、心（メンタ
ル）という視点から考えてみませんか。
　講 辻惠介さ

ん（武蔵野大学人間関係学部
准教授、精神科医）
　定 ６０人
◆生活文化課 　保 （札４３８ー４０４０）

　高齢者が住みやすいまちについて、
市民の皆さんと考えます。
　講 河合 和 氏（シニアルネサンス財団事

やまと

務局長）
【講演会】午後１時１５分～２時
□テーマ　高齢者が住みやすいまちづくり
【ワークショップ】午後２時１５分～４
時２０分
　テーマに沿って意見交換を行います。
□テーマ　高齢者に必要な地域情報とは
　対 市内在住の方
①講演会のみに参加・５０人（先着順）
②講演会、ワークショップ両方に参

　小金井の美しい紅葉の彩りを楽しん
で歩きます。
□コース　きらっと～小金井公園�道
口～梶野橋～長昌寺～東小金井駅～栗
山公園～小金井水田跡の碑～やまべ橋
～天神橋～小金井神社～はけの小路～
はけの森美術の森緑地～金蔵院～六地
蔵・黄金の水（解散）（武蔵小金井駅）
約９．５ｋｍ・全行程　約４時間３０分
　対 市内在住・在勤・在学の健康な方
　定 ８０人（応募者多数の場合は抽選）
　￥ 交通費は自己負担
□持ち物　歩きやすい靴と服装・ザッ
ク・雨具・昼食・飲み物・着替え・汗
拭きタオル・筆記用具等
　申 往復はがきに参加者全員の住所・氏
名・性別・年齢・電話番号を明記し、
１０月２６日晶（必着）までに、〒２０２－
８５５５  市役所スポーツ振興課「小金井ウ
ォーキング」係へ　
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８―４０８１）

　毎年恒例の「歩け歩け会」です。子
どもからおとなまで皆で楽しく歩きま
しょう。
※雨天の場合４日掌に延期
　内 田無庁舎～多摩湖自転車道～多摩湖
（全行程、約１３㎞）のウォークラリー
※帰りは西武遊園地駅・武蔵大和駅よ
り西武線を利用
　対 青少年と市内在住・在学・在勤の方
（小学３年生以下の方は保護者同伴）
　￥ １００円
□持ち物　昼食、水筒、おやつ、雨具、
敷物、帰りの電車賃
　申 児童青少年課（田無庁舎１階）にあ
る申込書に、必要事項を記入し、当日
集合場所へ持参
※当日は田無庁舎駐車場の一般の方の
利用は午前９時３０分からとなります。
□主催　西東京市青少年育成会連絡会
歩け歩け会実行委員会
　問 実行委員会事務局（札４５８ー２２１１）
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

　内 Ｊリーグディビジョン１　第３２節　
ＦＣ東京　対　ガンバ大坂
席種：ホーム自由席
□招待人数　親子ペア（大人１枚・小
人１枚）で１５０組計３００人
※応募者多数の場合抽選
　申 往復はがきに氏名（親子）・お子さん
の学年・住所・電話番号を明記し、10
月31日昌（必着）までに、〒２０２－８５５５
スポーツセンター　ＦＣ東京「ＡＪＩ
ＮＯＭＯＴＯ　Ｄａｙ」係まで。
◆スポ－ツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

加・１０人（先着順）
　申 ①または②の希望を、１０月２３日昇ま
でに電話でお申し込みを。
　問 きらっとシニア倶楽部・ 有  馬 

あり ま

（札４６３－７１１９）
※この事業は、企画提案による市との
協働事業です。
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　展示解説、クイズや体験コーナーで楽
しみながら縄文時代にふれてください。
□主催　縄文の森の秋祭り実行委員会
◆社会教育課 　保 （札438－4079）

①特別展
「写真展～西東京市の指定文化財～」
　市内文化財を一堂に知るチャンスです。
　問 郷土資料室（札４６７－１１８３）
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

□ルート　西武新宿線田無駅～下田家
旧名主役宅～田無用水～千川上水～石
神井川～下野谷遺跡公園～（南入経塚）
～西原郷土資料室～田無神社　
　定 ２０人　※応募者多数の場合抽選
　申 往復はがきに、住所・氏名（ふりが
な）・年齢・電話番号を明記し、１１月５
日捷までに（消印有効）〒２０２－８５５５
市役所社会教育課へ（２人まで連記で
きます）。
　問 郷土資料室（札４６７－１１８３）
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

　いらなくなった浴衣やシーツ等で布
ぞうりをつくってみませんか。
　講 伊藤 輝子 さん（リフォーム研究家）

てるこ

　対 ・　定 市民の方・２０人
□持ち物　古布（木綿）、ハサミ、針、
糸、洗濯バサミ２個
　￥ １５０円
　申 １０月１６日昇から電話受付（定員にな
り次第終了）
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

第７回西東京市消費生活展

みどりの散策路めぐり

おかあさんとお子さんの
おはなしかい

1025状 午前１１時
谷戸図書館おはなしコーナー
※当日、直接谷戸図書館へ

にしはらスポーツクラブ
沖縄の紅型［型染］展示会

講演会「日本で暮らす外国人
のメンタル」

1028擾 午前１０時～正午
田無庁舎
※当日直接会場へ

高齢者が本当に知りたい情報とは？
講演会＆ワークショップ

1029条 午後１時２０分～４時２０分
保谷こもれびホール

　　体力づくり教室　　　　
　　小金井ウォーキング

1110穣 集合　午前９時・きらっと
出発　午前９時３０分（予定）
※小雨決行

　　　　写　真　展

インラインスケート／ローラ
ースケート初心者教室

1028擾 午前１０時～正午
いこいの森公園
※雨天の場合中止

西東京市消防団ポンプ操法大会

1028擾 午前８時１５分～正午
千駄山広場

  ＡＪＩＮＯＭＯＴＯ Ｄａｙ
（Ｊリ－グ）親子ペアご招待

1118擾 午後2時  キックオフ  
（正午　開門）
味の素スタジアム

　東京文化財ウイーク２００７
　　　　イベント

　　縄文の森の秋祭り

1021擾 午前１０時～０時３０分
下野谷遺跡公園

昨年度の消費生活展です

午前１０時～５時
郷土資料室
※月・火曜日　休室

1031浄～
1130畳

           文化財めぐり

1123畳 午後２時～６時30分
集合・田無駅

作ってみよう！古着で布ぞうり

10
20穣

午前１０時～午後４時３０分
（最終日は午後４時まで）
消費者センター

19畳～

1024浄 午前１０時～正午（予定）
集合・解散　田無駅改札口
※雨天の場合中止

10
28擾

午前１０時～午後４時
（初日のみ午後１時から）
田無公民館

25状～

昨年度の体験コ－ナ－

11
8状

午前１０時～午後３時
消費者センター
※２日間参加できる人に限る

7浄～

第６回「歩け歩け会」

113常 午前８時３０分 受付開始
午前９時出発、午後３時解散
集合　田無庁舎


