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興大学生向けワークショップ
　武蔵野大学の学生がフィールドワー
クを行い、市の現状や将来像につい
て、公開でプレゼンテーションを行い
ます。
（協力：武蔵野大学水谷俊博研究室）
　定 １５人

興小中学生向けワークショップ
　下野谷遺跡公園で文化について学
び、ダイドードリンコアイスアリーナ
でアイスホッケーの体験や選手との交
流を行います。
　対 ・　定  小学校４年生～中学校３年生
（小学生は保護者同伴）・２５人
　申 ８月４日捷午前９時から企画政策課
へ電話で申し込みを（先着順）。
※アイスホッケ
ーの体験をしま
すので、手袋と
防寒対策をお願
いします。ま
た、雨天時は、
雨具などを用意
してください。

興出前講座を実施中！
　市では、積極的な
情報提供の新たな
手法として出
前講座を実施
し て い ま
す。
　団体や
グループ
などの活
動 の 場
に、市職
員が伺い、
総合計画
について説
明を行いま
す。

　詳細について
は、お問い合わせを。

◆企画政策課
　　　　　　　　　田 （札４６０－９８００）
　

　当市を中心とする近隣の高校生など
が企画・運営するダンスコンテストを
開催します。
　問 「ダンス・インターハイ・イン・ミ
ュージック☆パーティ」実行委員会・
嶋田（札４６４－２９０９）
◆ 児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３)

　対 小学校１～６年生（保護者同伴可）

　定 ①・②各１２人
　申 ８月１日晶～１０日掌の間にひばりが
丘図書館へ直接申し込みを※電話申込
不可（応募者多数の場合は市内在住の
方が優先）。
◆ひばりが丘図書館（札４２４－０２６４）

　保谷梨の品評会、即売会を行います。
　各園では８月中旬～９月中旬にかけ
て、新鮮な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。
※今年からは無料配布は行いません。
　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）

　木の実を使って動物や人形を作りま
せんか。夏休みの自由研究にも使えま
す。道具や材料は用意します。
　対 市内在住・在勤・在学の方
（小学生以下は保護者同伴）
　定 ①・②各２５人
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電話
番号・希望時間を明記し、８月１１日捷
（必着）までに、〒２０２－８５５５市役所み
どり公園課へ郵送　※応募多数の場
合、抽選。後日結果を通知。
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

□集合・解散場所　田無庁舎（マイク
ロバス利用）※雨天決行
　対 ・　定 小学校４年生以上のお子さん１
人と保護者・１０組（２０人）
□持ち物　昼食、飲物、筆記用具
　申 往復はがきに住所・氏名（親子）・電
話番号・お子さんの学校名・学年を明
記し、８月８日晶（消印有効）までに
〒２０２－０００５ 住吉町６－１－５消費者
センターへ郵送
※応募多数の場合、抽選。
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

興親子で楽しく「たらこスパゲティー」
を作ろう！
　対 市内在住の小学生と保護者
　定 親子１２組（２４人）　

□持ち物　エプロン、三角巾、ふきん
　￥ 親子８００円（１人４００円）
□メニュー　たらこスパゲティー、フ
ルーツババロア、ミモザ風サラダ、ト
マトスープ
　講 斉藤恵美子さ

ん（管理栄養士）
　申 ８月４日捷午前９時から電話で受付
（定員に達し次第終了）
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

□募集　２０チーム（先着順）
□選手登録　１チーム１０～１５人
（成人の監督１人）
※２人以上の女子が試合に出場するこ
と（男女混合チーム）
　申 所定の申込書に記入のうえ、８月１２
日昇までに、スポーツ振興課・きらっ
とのいずれかへ提出（大会要項・申込
書は、市内各小学校にて配布）
興代表者会議・組み合わせ抽選会
　時 ８月１９日昇午後６時３０分
　場 きらっと　
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　西東京市軟式野球連盟少年部に所属
していないチームは申し込みをしてく
ださい。
　時 ９月２１日掌・２３日抄・２８日掌・１０月
５日掌・１２日掌
　場 市民公園グラウンド・ひばりが丘運
動場・北原運動場・東伏見小学校
□参加資格　市内在住・在学の小学生
で、１チーム１０人以上２０人以内、リト
ル・ポニーの各リーグに所属していな
いチーム
　申 所定の申込書に記入のうえ、８月２９
日晶までに、スポーツ振興課へ（申込
書は、スポーツ振興課にて配布）
興代表者会議・組み合わせ抽選会
　時 ９月６日松午後６時
　場 スポーツセンター
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　運動機能の維持・向上のためにスト
レッチやトレーニングを行ったり、口
腔機能の維持・向上のためにお口の手
入れや口腔の体操の方法や、低栄養状
態の予防などを目的とした食生活の指
導を行います。
　時 ８月１９日～１１月１１日（毎週火曜日午
後２時から・全１２回）
　場 田無総合福祉センター
　対 ・　定  要介護・要支援の認定を受けてい
ない市内在住の満６５歳以上の方・１５人
　￥ １回１５０円
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電話
番号を明記し、８月７日昭（必着）ま
でに、〒２０２－８５５５市役所高齢者支援
課地域支援係「介護予防講座」担当へ
郵送※応募多数の場合、抽選。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３０）

　筋肉のアンバランスが骨格をゆが
め、体のあちこちに不都合を起しま

す。この教室では、このようなゆがみ
を自分で正していく体操を学びます。
　時 ９月３日～１１月５日の毎週水曜日・
全１０回・午前１０時～１１時３０分
　場 住吉老人福祉センター
　対 ・　定 市内在住の６０歳以上の方・３０人
□講師　 矢  野  史  也 さん（日本体力医学会

や の ふみ や

健康科学アドバイザー）
　申 往復はがきに、住所・氏名・年齢・
電話番号を記入し、８月７日昭（消印
有効）までに、〒２０２－８５５５市役所高齢
者支援課高齢者サービス係「バランス
回復で健康づくり」担当へ郵送
※応募多数の場合は抽選し、後日結果
を通知。申し込みは、はがき１枚に１
人。教材費など実費徴収の場合あり。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

  「脳の健康教室」は、東北大学の川
島隆太教授の研究を応用した教室で
す。週１回３０分程度の簡単な読み書
き・計算とコミュニケーションを行い、
自宅では毎日１０分程度の学習を行うこ
とで認知症を予防することを目的とし
ます。
　「学習サポーター」は、学習参加者に
対する週１回の学習支援が主な役割で
す。
　時  １０月３日～平成２１年３月２７日（毎週
金曜日）午前１０時から
　場  住吉老人福祉センター
　対 ・　定 学習者：要介護・要支援の認定
を受けていない市内在住の満６５歳以上
の方・３０人　学習サポーター：おおむ
ね５５歳までの市民の方で明るく高齢者
との会話を楽しめる方・約７人
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電話
番号・「学習者希望」または「学習サポ
ーター希望」と明記し、８月８日晶（必
着）までに、〒２０２－８５５５市役所高齢者
支援課地域支援係「脳の健康教室」担
当へ郵送
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３０）

第８回少年野球大会

介護予防のための元気講座

バランス回復で健康づくり
～腰痛・ヒザ痛予防体操～

脳の健康教室
～学習者と学習サポーター～

第９回保谷梨まつり

818条 品評会・正午～２時３０分
即売会・午後３時
保谷こもれびホール前広場

９月７日掌の「りさいくる市」
フリーマーケット出店者募集
□出店資格　市内在住のリサイクルに
関心のある個人・団体で成人の方（業
としている方は除く）
　場 田無庁舎
□募集店数　７５店舗（申し込み多数の
場合、抽選。出店場所の選択はできま
せん）
　申 往復はがきに、住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・年齢・参加人数・出店
物を記入し、８月１日晶～１０日掌（消
印有効）までに、〒２０２－００１１ 泉町３－
１２－３５ エコプラザ西東京内ごみ減量
推進課へ（１世帯１通に限られます）
※飲食物・動植物などの販売はできま
せん。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

ダンス・インターハイ・イン・
ミュージック☆パーティー２ｎｄ

810擾 午後３時開場
午後３時３０分開演
コール田無

813浄 午後３時～６時
下野谷遺跡公園・
ダイドードリンコアイスアリーナ

夏休み親子調理実習

827浄 午前１０時～午後１時
消費者センター

声の広報をお届けしています
知り合いの方でご希望の方がいらっしゃいましたら
谷戸図書館（札４２１－４５４５）・柳沢図書館（札４６４－８２４０）
へお問い合わせください

夏休み！
小学生のためのおりがみ教室

816穣 ①午前１０時３０分～午後０時３０分
②午後２時～４時
ひばりが丘図書館

８月３日掌

エコプラザ西東エコプラザ西東京京
※来場者の駐車場はありません※来場者の駐車場はありません。。

※産業振興課による野菜の販売があります※産業振興課による野菜の販売があります。。

午前９時～正午前９時～正午午

総合計画「ワークショップ」

8 6浄
午後１時～３時１０分
田無庁舎
※当日、直接会場へ（先着順）

木の実クラフト教室

820浄 ①午前９時～１０時
②午前１０時３０分～１１時３０分
西東京いこいの森公園

夏休み親子施設見学会

822畳 午前８時～午後３時
がすてなーに「ガスの科学館」
（江東区豊洲６－１－１）

第３回小学生ドッジボール交流会
　３・４年生大会

9 6穣
午前９時～午後５時３０分
きらっと


