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＜スローガン＞
　やさしさが　走るこの街　この道路
　この運動は、交通ルールの遵守と正
しい交通マナーの実践を習慣付けるよ
う呼びかけ、一人ひとりに交通安全意
識の普及・浸透を図り、自身による道
路交通環境の改善に向けた取り組みを
推進することにより、交通事故の防止

を目的として行われます。
興運動の基本
○高齢者の交通
事故防止
興運動の重点
○全ての座
席のシー
トベルト
とチャイ
ルドシー
トの正し
い着用の
徹底
○夕暮れ
時 の 歩 行
中・自転車乗
用中の交通事故

防止
○飲酒運転の根絶

○二輪車の交通事故防止

興運転者講習会
　問 西東京市交通安全協会・清水
（札４６１－２２１０）

興自転車交通安全キャンペーン
　自転車利用者の交通ルールや正しい
マナーの普及啓発を図るため、田無駅
付近にてイベントを実施します。
　当日は、道路でのプロスタントマン
による交通事故再現教室を行います。
※駐輪場なし。交通機関を利用ください。
　問 田無警察署（札４６７－０１１０内線４１１２）
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５５）

　当市の姉妹都市である福島県下郷町
で、開催されます。
　内 ステージショー、各種イベントな

ど

　問 下郷町役場事業課産業振興班商工観
光係（札０２４１－６９－１１４４）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　協働推進検討委員会では市民の皆さ
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
進センターの開設に向けて、検討して
きました。
　第１回のワークショップでいただい

た意見をもとに、委員会で検討し、提
言書としてまとめました。　この結果
を報告するとともに、ご意見をいただ
き最終的な提言書にまとめます。皆さ
んの参加をお待ちします。
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　好奇心からシンナー・コカイン・麻
薬などの薬物に手を染めてしまう青少
年が増えています。市内の中学生が薬
物乱用防止を訴えるポスター・標語を
書きました。“人生を無駄にしないで”
との願いを込めた作品です。ぜひご覧
ください。
　場 田無庁舎
□主催　東京都薬物乱用防止推進西東
京市地区協議会
◆健康年金課（札４３８－４０２１）

第１部・公演　財津一郎さ
ん（俳優）

第２部・演芸　市内各老人クラブ
　対 市内在住の６０歳以上の方
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

　農業について理解を深め、地域のコ
ミュニケーションを図りながら、体
験、意見交換を行います。
　内 ①農家 圃 場見学、収穫体験②市内産

ほ

の農産物紹介と地産弁当③市民と農業
者との意見交換会
　定 ３０人
　申 ９月１６日昇午前８時３０分から産業振
興課へ電話でお申し込みを。
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

□講演　 北  川  正  恭 氏
きた がわ まさ やす

（早稲田大学大学院教授）
　申 事前に電話・胃・メールのいずれかで
企画政策課へ申込みを。
死 kikaku@city.nishitokyo.lg.jp
◆企画政策課
　田 （札４６０－９８００・胃４６３－９５８５）

　健康的な生活習慣を築いて、生涯を
自立して過ごすことで、住み慣れた
家・まちに暮らし続けるために、介護
予防講座を開催します。

　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
　内 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
こう

入れ、口 腔 の体操方法や、低栄養状態
こう

の予防などを目的とした食生活を学び
ます。
　￥ １回１５０円
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電話
番号を明記し、９月２２日捷（必着）
〒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
 ※応募者多数の場合抽選
◆高齢者支援課
　保 （札４６４－１３１１内線２３３６）

　魅力的で独特な音色を奏でる二胡を、
自分で弾いてみませんか。音階の練習か
ら始め、皆さんが知っている曲が演奏で
きるよう、挑戦してみましょう。
　講  楊 　 智 さん（中国天津省出身で市内在

ヨウ チ

住の二胡演奏家）
　定 １５人（応募多数の場合は抽選）
　￥ １，０００円（二胡レンタル料）
　申 往復はがきに、参加者の住所、氏名、
電話番号を明記のうえ、９月３０日昇
（必着）〒２０２－８５５５市役所生活文化
課「二胡体験講座」係へ郵送
□共催　西東京市多文化共生・国際交
流センター（ＮＩＭＩＣ）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　多摩北部都市広域行政圏協議会（小
平・東村山・清瀬・東久留米・西東京
市）では、多くの音楽に出会える場と
して、また２１世紀の音楽文化の担い手
である若手音楽家の発表の場として、
フレッシュコンサートを開催します。
□出演　オーディションで選ばれた若
手音楽家
□曲目　バラード第四番ＯＰ．５２ほか
　申 当日は、入場整理券が必要です。入
場整理券は、９月１５日捷から企画政策
課（田無庁舎３階）、総合案内（保谷庁
舎１階）、各公民館で配布します。
　問 東村山市中央公民館
（札０４２－３９５－７５１１）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

＜親子ペアでご招待＞
Ｊリーグディビジョン１・第３０節
　「ＦＣ東京」対「鹿島アントラーズ」

　お越しいただいた皆さんにも楽しんでいた
だけるイベントを多数、企画しています。
□対象　市内在住または在学の小学生
親子のペア
□席種　ホーム自由席
□人数　１５０組３００人（申込多数の場合
は抽選）
　申 往復はがきで①親子の氏名・子ども
の学年②郵便番号、住所③電話番号、
返信面に①氏名②郵便番号、住所を記
載し、９月３０日昇（必着）〒２０２－８５５５ 
中町１－５－１ スポーツセンターＦ
Ｃ東京「AJINOMOTO Day」係へ郵送
※申し込みは、子ども１人１通に限り
ます。申込者全員に返信します。
　問 西東京市スポーツセンター
（札４２５－０５０５）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　身近な環境問題から地球温暖化ま
で、　「できることから」「楽しく」「仲
間と」学ぶ環境講座の開講です。
　全６回の講座終了後、市長名の修了
証を発行します。講座修了生には、エ
コプラザ協力員をはじめとした環境分
野での活躍の道が広がっています。
　なお、関心のある講座のみの受講も
「聴講生」として申込み可能です。
□日程　下表参照
　場 エコプラザ西東京
　対 ・　定 市内在住・在勤・在学１８歳以
上・２０人（先着順）
　申 電話・胃・Ｅメールで、氏名（ふりがな）・
住所・電話番号・年齢を記入し、１０月１７日
晶までに環境保全課へ
死kankyo@city.nishitokyo.lg.jp
◆環境保全課
（札４３８－４０４２・胃４２１－５４１０）

秋の全国交通安全運動
９月２１日掌～３０日昇

922条 午後３時から
田無駅北口・
アスタビル西側

9
19畳

午後７時から
１６日・保谷こもれびホール
１９日・市民会館

16杖・

下郷ふるさと祭り
“楽しもごう２００８”

921擾 午前１０時
下郷町役場庁舎前広場、
観音沼周辺

優美な音色の二胡体験講座

1012擾 午後２時～４時
田無公民館

第１５回
多摩六都フレッシュコンサート

1019擾 午後２時（開場午後１時３０分）
東村山市立中央公民館

エコリーダー養成講座
「エコライフの楽しみ方」

内容／講師開講日
「地球にやさしいエネルギー使用
法」省エネ術を使った経済的な生
活／楠本義隆さ

ん（除省エネルギー
センター）

①
１１月
１５日松 CO2の削減にあたって障害はなん

ですか／清水英範さ
ん（はちどりの

会代表）
「地球にやさしい食生活と消費行
動」いのちをいただく賢い生活／
 米  川  智  司 さん（東京大学准教授）
よね かわ さと し②

１２月
１３日松 （体験）「環境尺」を使ってCO2の

排出量を求めてみよう／櫻井誠一
郎さ

ん（エコプラザ協力員）

「身近な生活環境を快適に」市の
環境施策のあらまし／市担当職員③

１月
１７日松 望ましい家庭ごみの減量法／坪井

照子さ
ん（ごみ問題５市連絡会）

「循環型社会をめざして」ごみの
行方を確かめる（中間処理施設柳
泉園見学）

④
１月
２８日昌

「街の自然環境を理解する」みどりの
散策路マップを歩く／中村賢司さ

ん（西
東京自然を見つめる会代表）⑤

２月
１４日松

花とみどりのある街づくり／小野
浩一さ

ん（西東京花の会事務局長）
みどりの生理現象の活用を／櫻井
誠一郎さ

ん（はちどりの会顧問）
「いま必要とされる環境保全活
動」環境団体の活動紹介／市内環
境団体５団体（みどり保全、ごみ
減量、環境保全）

⑥
３月
１４日松 活動経験者に聞き学ぶ／櫻井誠一

郎さ
ん（エコプラザ協力員）

修了式　修了証授与ほ
か

時間・会場は、すべて午後１時３０分～５時・エコプラザ西東京

２０年９月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万３６３４人
 （８増）

外
国
人
登
録

　（４１減）３１６１人人口／
　（２４減）１４３１人　男　／
　（１７減）１７３０人　女　／
　（３６減）１７４５世帯／

住
民
登
録

（４９増）１９万０４７３人人口／
（１８増）９万３９７５人　男　／
（３１増）９万６４９８人　女　／
（２８増）８万８４７３世帯／

農産物の収穫体験ツアー

104穣
午前１０時集合
JA東京みらい保谷支店
前

第２回「こんな（仮称）協働推進セ
ンターにしたい」ワークショップ

102状
午後６時３０分～８時
イングビル

総合計画シンポジウム

105擾
午後２時～４時３０分
市民会館

介護予防のための元気講座

10
12 24浄

毎週水曜日午前１０時
（全１２回）
ひばりが丘福祉会館

8浄～ ＦＣ東京「AJINOMOTO Day」

1026擾 午後２時キックオフ
味の素スタジアム
（京王線飛田給駅）

9
10 3畳

午前８時３０分～午後５時
（初日は正午から、最終
日午後３時まで）

30杖～
薬物乱用防止ポスター・標語展

第８回西東京市高齢者福祉大会

103畳
午前１０時～午後４時
保谷こもれびホール


