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１９年１２月１日現在、（　）は前月比

総人口/19万2900人
　　　          （32減）

外
国
人
登
録

　（１１減）３０２７人人口／
　（３減）１３６９人　男　／
　（８減）１６５８人　女　／
　（５減）１６３６世帯／

住
民
登
録

（２１減）１８万９８７３人人口／
（７減）９万３７７９人　男　／
（１４減）９万６０９４人　女　／
（１５減）８万５８６１世帯／

ッジボール大会係」）で。
■代表者会議・組み合せ抽選会
　時 １月１４日抄午後６時３０分
　場 きらっと
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　東京３９市町村は、次世代を担う子ど
もたちにさまざまな感動体験を提供す
る「多摩・島しょ子ども体験塾」事業
を実施しています。当市では、西東京
市文化・スポ－ツ振興財団の協力を得
て、三味線・太鼓・ 箏 ・尺八といった

こ と

和楽器の演奏に親子で親しむ音楽体験
イベントを開催します。　　
   総合司会の林家きく姫さ

んのトークや
演奏家のライブをお楽しみください。
　定 ６４８人（応募者多数の場合抽選）
□応募資格　市内に在住の小・中学生
を中心とした親子（未就学児不可）
　申 往復はがきに、住所・電話番号、参
加希望人数（４人まで）と全員の名前・
学年（年齢）を記入し、１月４日晶
（必着）までに、〒１８８－８６６６市役所企
画政策課「音楽体験事業係」へ郵送
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　８回目を迎えたロードレース大会を
開催します。

　クリスマスにちなんだお話や工作な
ど、盛りだくさんです。
   ぜひ、遊びにきてくださいね！
　対 ３歳～小学生
　内 絵本のよみきかせ・パネルシアター・
工作など
◆谷戸図書館（札４２１－４５４５）

　迫力あるプレーと、市民向けイベン
トも実施。応援に行きましょう！

□試合　ＳＥＩＢＵプリンス
ラビッツ対日本製紙ク
レインズ
　定 １，５００人（自由
席）
　￥ 大人１，０００
円、中学生
以下無料
□受付　
試 合 当
日、市報・
チラシ・
郵 便 物
等、市内在
勤・在住・在
学であるこ
とがわかるも

のをご持参くだ
さい。

　問 ダイドードリンコ　
アイスアリーナ（札４６７－７１７１）

◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　多摩北部都市広域行政圏協議会（小
平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、
西東京市で構成）では、文化・スポー
ツ事業を多摩六都フェアとして広域的
に実施しています。
　その一環として西東京交響楽団と圏
域５市で募集し結成された２００７こだ
いら合唱団による公演を行います。オ
ーケストラと合唱団の美しいハーモニ
ーをお楽しみください。
□プログラム　ハイドン／ネルソン・
ミサほ

か

　￥ １，５００円（全席自由）　
※前売り発売中。チケットの取り扱いは、
ルネこだいら（札０４２－３４６－９０００）へ
□主催　多摩北部都市広域行政圏協議
会、除小平市文化振興財団
　問 除小平市文化振興財団（札０４２－３４５
－５１１１）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

□種目
小学５年生男子・女子……………１㎞
小学６年生男子・女子……………１㎞
中学１年生男子・女子……………３㎞
中学２・３年生男子・女子………３㎞
高校・一般男子……………………５㎞
高校・一般女子……………………３㎞
壮年男子（４０歳以上の部・５０歳以上の
部）…………………………………３㎞
壮年女子（３５歳以上）……………３㎞
親子（小学４年生以下と大人）…１㎞
　￥ 市内在住・在勤・在学者…無料、市
外…小中学生３００円、その他…５００円
　申 所定の用紙で、１月２５日晶午後４時
までにロードレース大会事務局へ直接持
参またはファックス、郵送（〒２０２－８５５５ 
中町１－５－１スポ－ツセンタ－内）
で。
　問 西東京市体育協会「ロードレース大
会事務局」
（札４２５－７０５５　胃４２５－０６０６）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　市内の商店会が街路樹等にイルミネ
ーションを飾り、街を明るく活気づけ
ています。市も、商店街の活性化を図
るため支援を行っています。
　冬の夜に輝く美しい光をお楽しみく
ださい。
□実施商店会
建アスタ専門店街出店者会
建田無北口商店会
建東伏見商栄会
建ひばり商店街
建伏見通り商店会
□実施期間　平成２０年１月中旬ごろま
で（実施商店会によって異なります）
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）　　　

　地球温暖化は今、私たちの生活のな
かで最も関心の高い環境問題となって
います。私たちの地球を守るために日
ごろからできる温暖化対策をこの機会
に考えてみませんか。
興基調講演
　「地球規模の環境問題を考える」
□講師　北野 大氏（明治大学教授・淑
徳大学客員教授）

興パネルディスカッション
　「みんなの力で  ストップ！温暖化」
□パネリスト
豊永ひとみ氏
（株式会社エクラアニマル代表取締役）
末光正忠氏
（西東京市環境保全活動等推進員）
橋本潤氏・ 比  嘉  為  則 氏（武蔵野大学人

ひ が ため のり

間関係学部環境学科）
斉藤静男氏（市役所生活環境部長）
　申 往復はがきに必要事項（郵便番号・
住所・氏名・職業・電話番号を記入のう
え、１２月２５日昇（必着）までに環境保全
課へ郵送。 ※返信面にあて名も記入
後日、参加証を返送します。
　定 250人（申し込み多数の場合抽選）
□事業協力　首都圏エネルギー懇談会
◆環境保全課 　保 （札４３８－４０４２）

　毎年恒例のドッジボール大会、今年
は２日間かけて行います。
□チーム構成　小学３・４年生、５・６
年生それぞれ男子の部と女子の部（４部
構成）１チーム１０～１５人（ほかに成人の
監督１人。コ－チも１人登録可）
　申 所定の申込書・メンバー表を１月１０
日昭までにスポーツ振興課（保谷庁舎
４階）・総合体育館・きらっとのいずれ
かに直接持参、またはスポーツ振興課
にファックス（胃４３８－２０２１）、郵送（〒
２０２－８５５５ 市役所スポーツ振興課「ド

多摩六都フェア
西東京交響楽団・

２００７こだいら合唱団演奏会

120擾 午後３時開演
ルネこだいら

谷戸図書館クリスマス
おはなし会

1221畳 午後３時３０分
谷戸公民館　
※当日、直接会場へ

アジアリーグアイスホッケー
ＳＥＩＢＵプリンスラビッツ

第３回市民応援デー

1 6擾
開場午後１時　
試合開始午後２時
ダイドードリンコアイスアリーナ

地球温暖化防止シンポジウム
　～みんなの力で

ストップ！温暖化～　

112穣 午後１時開場
午後１時３０分～５時３０分
保谷こもれびホール

　　 第７回市内小学生
       ドッジボール大会

商店会のイルミネーション

多摩・島しょ子ども体験塾
音楽体験事業

『和音（おと）をあそぶ』

2 9穣
午後３時３０分開場
午後４時開演
保谷こもれびホール

第８回
ロードレース大会

224擾 午前９時から
武蔵野大学とその周辺
※小雨決行

126穣 小学校３・４年生対象
午前９時～午後５時
総合体育館

127擾 小学校５・６年生対象
午前９時～午後５時
総合体育館

★クリスマスキャンドルをつくろう★

　　　～ 科 学 あ そ び ～
　色のついたかわいいキャンドルを
つくりましょう。当日先着順。
　時 １２月２２日松・２３日掌 ①午後１時～
１時４５分 ②午後３時～３時４５分
　対 ・　定 小学生以上（小学３年生以下
保護者同伴）・各回２４人
　￥ １００円（材料費）

★1本のロウソクで世界を知ろう★

 　～クリスマスレクチャ－～
　１本のロウソクをじっくり観察す
ると、人間や自然界をつくるものが

見えてきます…。当日先着順。
□おはなし　�柳雄一郎館長
　時 １２月２４日捷①午後１時～１時４５分
②午後３時～３時４５分
　対 ・　定 小学生以上（小学３年生以下
保護者同伴）・各回２０人
※教室参加には展示室券が必要です。
※プラネタリウムと全天周映画の上
映時間はお問い合わせください。
［休館日］１２月１７日捷～１９日昌
　　　　    １２月２８日晶～１月３日昭
芝久保町５－１０－６４
　HP  http://www.tamarokuto.or.jp
◆多摩六都科学館（札４６９－６１００）

総合司会

林家きく 姫 さん
ひめ

プロフィ－ル

　東京都立大学大学院にて分析化学で博士号

取得。

（財）化学物質評価研究機構・企画管理部長、

淑徳大学教授を経て2006年4月から明治大学

理工学部教授。経済産業省化学物質審議会委

員。経済産業省化学物質審議会委員。環境省

中央環境審議会委員を務め、環境問題や教育

問題等についての講演、著書も多数。コメン

テーターとして、数々のテレビ、ラジオに出

演中。北野武氏（映画監督）の実兄。

津軽三味線ユニット

「あんみ 通 」
つ

東伏見駅北口のイルミネーションです


