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配布煙シルバー人材センター

No.191

平成20年
（ 2 0 0 8 ） /815

興保谷駅前公民館・図書館
１２月１０日昌 正午～午後１０時
１２月１１日昭～１７日昌 午前９時～１０時
１２月１８日昭 午前９時～午後３時
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

   どんど焼は、お正月に飾った門松・
竹・しめ縄などを持ち寄り、小正月に
焼くもので、日本の伝統行事のひとつ
です。
　市民の皆さんが実行委員会を組織
し、どんど焼の企画・準備・運営・片
付けなどを実施します。
　参加希望の方は、どんど焼実行委員
準備会へ参加してください。
　対 市内在住・在勤で１８歳以上の意欲を
もって取り組んでいただける方
興どんど焼実行委員準備会
　内 ①実行委員会の発足
　②実行委員長など役員の選出
　③日程・実施会場の協議ほ

か

※当日、直接会場へ
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　西東京消防署では西東京市医師会と
協力して、いざという時のための応急
手当を学んでいただくため、救急医療
週間（９月９日～１５日）に先駆け、市民
の皆さんを対象とした救命講習を実施
します。最近、さまざまな施設で目にす
るＡＥＤの取り扱い要領もお伝えします。
　対 ・　定 市内在住、在勤の中学生以上の
方・２００人
　申 ８月２５日捷までに西東京消防署に直
接電話で申し込みを。
　問 西東京消防署警防課救急係         
（札４２１－０１１９　内線３８０）
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０1０）

　対 ・　定 幼稚園在園児および市内在住の
未就学児の保護者・６００人
　講 諸富祥彦先生（明治大学教授、教育
学博士）
興保　育
　定 ２５人（１歳以上就学前の乳幼児）

※飲み物持参
※保育申し込みの場合は、往復はがき
に、住所・氏名（ふりがな）・電話番
号・お子さんの氏名・年齢を明記し、
８月２２日晶（消印有効）までに、〒２０２
―０００５ 住吉町６ー１５ー６住吉会館「子
ども家庭支援センター」へ郵送
※返信表面には、応募者本人の住所・
氏名を記入してください。
※応募者多数の場合抽選
□共催　西東京市私立幼稚園連絡協議
会
◆子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）

　古い着物・帯を利用して袋物をつくりま
す。
　対 ミシンを使える方
　定 ２０人（先着順）
　申 ８月１５日晶の午前９時から８月３０日
松まで電話（札４２１－８５８５）と胃（４２１
－８５８６）で受け付け（定員になり次第
締め切り）
※当日着物・帯と裁縫道具持参
　問 エコプラザ西東京（札４２１－８５８５）
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

　せん定、病害虫防除、施肥などバラ
栽培の理論と実技の講座です。本格的
にバラ栽培に取り組みたい方は、ぜひ
参加してください。
　時 ９月～平成２１年２月（毎月第３土曜
日・午後１時３０分～４時・全６回）　
　場 建第１～３回[講義]・エコプラザ西東
京（泉町３－１２）
建第４～６回[実践]・芝久保バラ園（芝
久保２－２１）
　定 ３０人
　講 上松淳一さ

ん（ＮＰＯ法人西東京花の
会会員・グリーンアドバイザー）
　￥ ５,０００円（６回分の教材費・資料代含む）
　申 往復はがきに、住所・氏名・電話番
号・「バラ栽培実践教室受講希望」と明
記し、〒１８８－００１１田無町４－２１－８
－１０３小山田勇治気付ＮＰＯ法人西東
京花の会「バラ栽培実践教室」係へ郵
送（先着順）（日ごろ、バラ栽培で苦労
していることがあれば、記入してくだ
さい）。
　問 ＮＰＯ法人西東京花の会・上松
（札４７８－３８３２）
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　市では、市民の皆さんの地域貢献や
市民活動を支援し、推進していく拠点
となる（仮称）協働推進センターにつ
いて、協働推進検討委員会により検討
してきました。
　これまでの検討結果を報告するとと
もに、さらに多くの方々の意見をいた
だき、より望ましいセンターを検討し
ていくため、ワークショップを開催し
ます。
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　世界人権宣言６０周年の節目の年に、
さまざまな人権問題の理解・関心を深
めるため、各種の人権啓発事業を組み
合わせた人権啓発フェスティバルを開

催します。
　内 コンサート、啓発
パネル展、大道
芸、劇団による
公演（劇団ふ
るさときゃ
らばん）、
講 演 会
（千住真
理子さ

ん）
などを予
定。
□主催　
東京都、法
務省、文部
科学省、全国
人権擁護委員連

合会、財団法人人
権教育啓発推進センタ

ー、東京法務局、東京都人権
擁護委員連合会、東京都人権啓発活動
ネットワーク協議会、新宿区
　問 東京都総務局人権部人権施策推進課
（札０３－５３８８－２５８８）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

   食の安全や健康への関心の高まりを

受け、市では「食育」への取り組みを
進める「食育推進計画」をつくってい
ます。
　私たちの命を支えているのは「食」
です。「食育」を進めることで、生涯に
わたり健全な心身、人間性を育み、豊
かで活気のあるまちづくり・人づくり
をめざしていきます。
　「食育」とはどのようなことか、日ご
ろからできる取り組みについてなど、
この機会にぜひ考えてみませんか。
　内 （仮称)「私たちの食育を考える」
　講 新出真理氏(ヘルスサポ－ト研究会
カナン代表)
　申 ８月１５日晶～22日晶の間に、企画政
策課へ直接または電話で申し込みを。
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　みんなの知っているおはなしを、英
語できいてみませんか？
　内 パネルシアター・英語のうたな

ど

　対 小学生までとその保護者
　講 城戸由美さ

ん（絵本と語りの会会員）
◆谷戸図書館（札４２１－４５４５）

　定 １００人（先着順）
　申 ８月１５日晶から中央図書館で整理券
を配布します。
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　図書館で所蔵している田無と保谷の
写真資料から約１００点の写真パネルを
作成し、市内５か所の公共施設を会場
として、巡回展示会を実施します。
興郷土資料室
８月２３日松～２４日掌・２７日昌～３１日掌
午前１０時～午後５時
興きらっと
１０月１５日昌 正午～午後９時
１０月１６日昭～１９日掌
午前９時～午後９時
１０月２０日捷 午前９時～午後３時
興田無庁舎
１０月２１日昇 正午～午後５時
１０月２２日昌～２４日晶
午前９時～午後５時
興保谷公民館
１２月２日昇～８日捷
午前９時～午後１０時

「こんな（仮称）協働推進センター
にしたい」ワークショップ

820浄 午後６時３０分～９時
イングビル
※当日、直接会場へ

応急手当を身につけましょう
「西東京救命講習市民大会」

9 6穣
午前９時～午後１時
スポーツセンター

子育て支援講演会
「子どものこころの育て方」

912畳 午前１０時～１１時３０分
保谷こもれびホール
※当日、直接会場へ

２０年８月１日現在、（　）は前月比

総人口/19万3626人
                    （61増）

外
国
人
登
録

　（７増）３２０２人人口／
　（８増）１４５５人　男　／
　（１減）１７４７人　女　／
　（４増）１７８１世帯／

住
民
登
録

（５４増）１９万０４２４人人口／
（７増）９万３９５７人　男　／
（４７増）９万６４６７人　女　／
（４８増）８万８４４５人世帯／

劇団貝の火人形劇公演
「ブレーメンの音楽隊」

826杖 午後２時３０分から
田無公民館

平成２０年度
人権啓発フェスティバル

8
24擾

２３日松午前１０時～午後５時
２４日掌午前１０時～午後４時
東京都庁周辺

23穣～

夏休み企画
「英語でおはなし会」

824擾 午前１１時
谷戸図書館
※当日、直接会場へ

初心者向けリサイクル講座
着物・帯からリフォーム（袋物作成）

9
20穣

午前１０時～午後４時
エコプラザ西東京
※全２回の講座です

13穣・

食とはたけの学校  講演会
～おいしく・楽しく・わくわくしたい～
食育について考えてみよう

823穣 午前１１時
保谷中学校

第４回　バラ栽培実践教室

9月～
市内公共施設

平成21年2月

「なつかしの田無・保谷」写真展

8～
12月市内公共施設

　　　どんど焼準備会・　　
　　　  実行委員募集

9 4状
午後6時30分
保谷庁舎

供出用米俵とともに（昭和１９年ごろ）

芝久保バラ園のバラ


