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みんな　ＤＥ　クルマニア
　～くらしとクルマの科学体験展～
　多摩六都科学館では、夏の特別企画
展として、「生活とクルマ」をテーマに
クルマの過去・現在・未来を体験する
イベントを行います。

地域の子どもたちがさまざ
まな体験を通して未来
の乗り物への夢を
育み、もの作り
の大切さと自
然との共生
に目を向
ける機会
を提供し
ます。
西 東 京
市、　小
平市、東
村山市、
清瀬市、東
久留米市、
に在住・在学の
小中学生は、こ

の企画展のチラシ
を持参すると１回に限

り無料で入館できます。
　時 ７月１９日松～９月１５日捷　
　問 多摩六都科学館（札４６９－６１００）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　市では東京外国人支援ネットワーク
の協力のもと、外国人を対象として弁
護士などによる専門家相談会を通訳付
きで実施しています。この相談会をは

じめとして外国人支援活動に長年関わ
っている講師をお招きして、外国人支
援ボランティアの役割について考えます。
　定 ８０人
　講  藤  谷 

ふじ たに

 純 
じゅん

 子 さん（武蔵野市国際交流協会）
こ

◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

□演目「三びきのやぎのガラガラドン」
　定 １００人
　申 ７月１７日昭から整理券を配布。保谷
駅前図書館へ直接ご来館ください（先
着順）
◆保谷駅前図書館（札４２１―３０６０）

　時 毎週木曜日　午後６時～８時　　
　場 にしはらスポーツクラブ
（西原町４－５－６）
　対 中学校１年～３年生
□募集人数　約１０人
　￥ 月謝２，０００円（保険代５００円別途）
※年会費あり。
□指導者　 楯 　 篤  志 ほか

たて あつ し

　申 ・　問 にしはらスポーツクラブ
（札４６７－９９１９・胃４６７－９９２１）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　
　西原総合教育施設（旧西原第二小学
校）の２階に郷土資料室があります。
５つの展示室では、全国屈指の縄文時
代の大集落であった 下  野  谷 遺跡の概要

した の や

や、鎌倉時代から江戸時代までの市内
の歴史をジオラマでわかりやすく紹介
しています。

　また、昔の懐かしい風景写真も多数展
示しています。
　時 毎週水～日曜日午前１０時～午後５時
（休室日…月・火曜日、年末年始）
　場 郷土資料室（西原町４ー５ー６ 西原
総合教育施設２階・札４６７－１１８３）
□交通　西武新宿線「田無」駅北口・
西武池袋線「ひばりヶ丘」駅南口より
西武バス（田４４系統）で、「西原グリー
ンハイツ」下車徒歩３分
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

　西東京市総合体育大会が開催されま
す。各種目の申し込み方法などは下表
をご覧ください。
　また、総合開会式を次のとおり行な
いますので、ご参加ください。

第８回　西東京市総合体育大会 億 主催：西東京市教育委員会　主管：ＮＰＯ法人　西東京市体育協会（〒２０２－８５５５　中町１－５－１　西東京市スポーツセンター内）

問い合わせ申込期限な
ど　日　　　程種目

中山　０８０－５１７２－００８９
春木　０８０－６６３８－００９１締め切り済　詳細は右へ８月２４日掌から軟式野球

阿部　４６６－９７３８８月１６日掌９月１４日掌剣　　道
吉本　４６５－５８１１１０月３１日晶１１月２３日掌柔　　道
鶴田　４６２－４４１０当日　午前１０時まで１０月１１日松弓　　道
小林　４６３－１７６７９月７日掌９月２８日掌水　　泳

瀧島　０９０－９８０７－６７６２８月７日昭
８月１７日掌 億 予備日…８月２４日掌ソフトテ

ニス ８月２５日捷 億億億億 （中学生の部）

小林　４５３－１８１８
８月２２日晶午後４時９月７日掌 億億億億 （ダブルス戦）卓　　球
１０月３日晶午後４時１０月２６日掌 億億 （シングルス戦ほ

か）
尾林　４６５－４４８８９月１日捷１０月１９日掌民踊舞踊

雲野　４２３－０６３７
姉松　４６３－６３３４

８月１９日昇９月７日掌 億億億億 （小学生の部）
バドミン
トン ９月２日昇９月２１日掌 億 （壮年･中学生の部）

９月３０日昇１０月１９日掌 億億億 （高校一般の部）
中根　４６２－１９５６１０月７日昇１１月３日抄空　　手
岩崎　４６３－１４２８詳細未定・後日市報にて募集スキー
保谷　４２１－１８７３８月１５日晶午後４時８月３１日掌陸上競技

岡村　４２５－７８７９
８月１日晶午後４時８月２４日掌 億億億億億 （一般の部）バレー

ボール ８月４日捷午後７時８月３１日掌 億億億 （家庭婦人の部）
吉田　４６１－９１７８
渡辺　４２３－９５２１
斉藤　０９０－１７６２－１９６０

８月１６日松午後７時から田無庁舎
２０２･２０３会議室で申込受付

９月７日掌から 億億億 （一般の部）ソフト
ボール １１月３日抄 億億 （高校生女子の部）

問い合わせ申込期限な
ど　日　　　程種　目

久保田０９０－９３４２－１０１１
瓜生　０８０－５０６４－４９０８９月３日昌午後４時１０月１９日掌･２６日掌、

１１月２日掌・９日掌･２４日捷
バスケッ
トボール

辻　０９０－１４２０－８３７４７月２５日晶必着８月３１日掌～１０月の日曜日･祝日サッカー
妹尾　４２１－１２９１
渡辺　０４２－３４７－５７３１１１月１日松１１月１６日掌アーチェ

リー
事務局　４２１－７０７５１０月１９日掌１１月２日掌躰　　道
岡村　４２２－１２１５８月１５日晶午後４時９月２３日昇少林寺拳法

谷戸　４２２－４０６１詳細は右へ１０月４日松
予備日１０月１１日松

ハイキン
グ（ラジ
オ体操）

渋谷　４２１－１９９８９月１６日昇午後４時９月２５日昭 億 予備日…１０月２２日昌ゲートボ
ール

清水　４２３－１３５０９月９日昇必着９月２８日掌 億 予備日…１０月１２日掌硬式テニ
ス

佐々木　４６１－７５１０
松尾　　４７３－２６１０１０月１０日晶１０月１２日掌太極拳

内山　４２１－４１９５当日受付１０月１２日掌社交ダンス

茂木　４２２－５８７８１１月１日松～３０日掌１２月１４日掌ダンスス
ポーツ

栗島　４６５－６７５９
千葉　４６７－４８４９
 西  当 　４２２－９９５５
にし あて

鈴木　０４２－３９１－４９２５
樋口　０４２－３９３－３０４７

１０月１日昌１０月１９日掌
予備日…１０月２６日掌

ターゲッ
トバード
ゴルフ

西潟　４６１－７０５８
新井　４６４－１４１７
佐々木　４２１－３５１４

１０月１７日晶１１月２日掌
予備日…１１月９日掌

グラウン
ドゴルフ

芝田　４７８－０３５１当日正午までに会場へ集合１１月３日抄合気道
平井　０４２２－５２－１７５５詳細未定・後日市報にて募集ゴルフ

事務局　４６８－３５１３８月３１日掌までに右記へ９月１５日抄トライア
スロン

多摩・島しょ子ども体験塾共
同事業　多摩六都科学館開館
１５周年記念「夏の特別企画展」

　　　講　　演　　会
「都内リレー専門家相談会
　　から見えてきてこと」

8 2穣
午前１０時～正午
コール田無
※当日、直接会場へ

多摩・島しょ子ども体験塾
市町村助成金事業保谷駅前図
書館開館記念「人形劇公演」

8 7状
午後２時
保谷駅前公民館
※先着順

　にしはらスポーツクラブ　
　中学生バドミントン教室

郷土資料室
夏休み企画事業

内容期間・場所イベント

東伏見小学校の現６年生が５年生
の時に作成した縄文人の粘土細工
を展示。

７月２３日昌～８月３１日
掌・郷土資料室

わたしたちの作った縄文
人～東伏見小学校６年生
の作品展～

土器の模様を紙に写しとって（拓
本）手作りのうちわを作ります。
また、文化財専門員が皆さんから
の質問に答えます。

７ 月３０日 昌、８ 月１４日
昭、２０日昌　午後１時～
４時・郷土資料室

夏休み考古学質問箱

市内文化財の５か所に１つずつ文
字が示されています。
その５つの文字を見つけ出しキー
ワードを投票してください。　正解
者の中から抽選で記念品をプレゼ
ント。詳細はチラシをご覧くださ
い。

７月１９日松～８月３１日
掌・市内文化財所在地

実体験版宝探し
（トレジャーハンター）

西 東 京
注注注注注注注注注注注目目目目目目目目目目目いいいいいいいいいいちちちちちちちちちちばばばばばばばばばばいちばんんんんんんんんんんんvol.９

　都民体育大会は都内区市町村の団
体・個人が対抗戦で夏季、冬季、春季
で行われる歴史のある大会です。

　今年の春季大会で、男子・女子卓球競技が優勝、女子ソフトテニス
が準優勝、女子ソフトボールが３位となりました。男子卓球は４年連
続の優勝を達成しました。　　　◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

第６１回都民体育大会
　　　    で卓球優勝！

□総合開会式
　時 ８月２４日掌午前８時３０分
　場 スポーツセンター
※室内用運動靴持参
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

２０年７月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万３５６５人
 （３５減）

外
国
人
登
録

　（１７増）３１９５人人口／
　（９増）１４４７人　男　／
　（８増）１７４８人　女　／
　（１０増）１７７７世帯／

住
民
登
録

（３５減）１９万０３７０人人口／
（４４減）９万３９５０人　男　／
（９増）９万６４２０人　女　／
（２減）８万８３９７世帯／

女子の部 男子の部


