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　市内にある雑木林の若返り作業をし
ている市内のボランティア団体が、
「どんぐりから苗を育てて植樹し、
若々しい雑木林によみがえらせる実践
活動」を紹介する講座です。
　時 １１月８日松、２２日松、１２月１日捷、
平成２１年１月２４日松、３月１日掌の全
５回（内２日間は樹木の伐採、植樹、
シイタケのこま打などの実習）　
　場 （講義）西原総合教育施設・土曜日
午後２時～４時、（実習）西原自然公
園・午前９時３０分～正午
　対 これからの環境にもっと樹木の緑が
大切と考えている方
　定 ３０人（先着順）
　内 実践資料による活動内容の説明・実
施作業
　申 はがきに住所・氏名・電話番号と
「雑木林をよみがえらせるボランティ
ア養成講座希望」と明記し、１０月末日
までに、〒１８８－０００４西原町４－３－
１１池田方「ボランティア養成講座」係
へ郵送
　問 西原自然公園を育成する会・池田
（札４６３－５５６１）
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　美しい水と紅葉を体感しましょう。
□集合　田無駅ぺデストリアンデッキ
前
□解散　ＪＲ青梅線　 御  嶽 駅

み たけ

□コース　御岳山ロックガーデン遊歩
コース（ケーブルカー御岳山駅～ 長  尾 

な ごう

 平 分岐～天狗岩～ 七  代 の滝～ 綾  広 の滝
だいら なな よ あや ひろ

～武蔵御嶽神社）
　対 ・　定 小学生以上で市内在住・在勤・
在学者（健脚の方）・６０人
　￥ 交通費自己負担（２，６００円）
□持ち物　歩きやすい服装、履きなれた
靴（登山用）、ザック、タオル、雨具、飲み
物、着替え、昼食（弁当）、防寒着な

ど

　申 往復はがきに参加者全員の住所・氏
名・年齢・性別・電話番号を明記のう
え、１０月３１日晶（必着）までに、〒２０２
－８５５５市役所スポーツ振興課「御岳山
ハイキング」係へ（先着順）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

す。また、環境再生のシンボルとし
て、ホタルの調査・研究をしています。
　その一環として、石神井川（弥生橋
から下野谷橋付近）の清掃活動を７月
から、毎月第１土曜日に実施していま
す。
　タニシやカワニナ、ホタルが生息す
るようなふるさとの川を取り戻し、子
どもたちに残しましょう。多くの皆さ
んの参加をお待ちしています。詳しく
は、お問い合わせください。
□持ち物　川に入ることができる服
装、長靴、手袋
※この事業は、市ＮＰＯ等企画提案事
業として行っています。
　申 ・　問 １０月３０日昭までに、ＭｅＣ西東
京・ 末  光 （札・胃４６４－２５５８）へ

すえ みつ

◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

□集合　田無庁舎駐車場
□解散　多摩湖太陽広場
□コース　田無庁舎～多摩湖自転車道
～多摩湖（全行程、約１３㎞）のウォー
クラリー
　対 青少年と市内在住・在学・在勤者
（小学３年生以下は、保護者同伴）
□参加費   １００円
□持ち物   昼食、水筒、おやつ、雨具、
敷物、帰りの電車賃
　申 児童青少年課（田無庁舎１階）にあ
る申込書に必要事項を記入し、当日集
合場所へ持参
□主催　西東京市青少年育成会連絡会
歩け歩け会実行委員会
　問 実行委員会事務局・内田
（札０９０－１８１３－４４２６）
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

　
□見学場所　城南島スーパーエコタウ
ン　食品、建築系廃棄物のリサイクル
施設２か所（バス利用）
　対 ・　定 市内在住・在勤・在学者・３０人
　申 １０月１５日昌～３０日昭に、電話・ファ
ックス・窓口のいずれかで申し込みを
（先着順）。
◆ごみ減量推進課
（札４３８－４０４３・胃４２１－５４１０）

　田無小学校、観音寺、総持寺、旧下
田名主役宅、田無神社を訪ね、歴史や
文化について学びます。
　定 ２０人（申込み多数の場合は抽選）
　申 往復はがきに、住所・氏名・年齢・
電話番号を明記し、１０月２２日昌（消印
有効）までに〒２０２－８５５５市役所社会
教育課「文化財探訪係」へ郵送
※はがき１枚で２人まで申し込み可。
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

　消防団員の活動技術の向上と士気高
揚を図るため、各分団で競い合い日ご
ろの訓練の成果を披露します。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

　復元住居や出土土器の解説、縄文風
アクセサリー作りなど展示コーナーや
体験コーナーを設けます。
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

　東久留米駅を出発し、落合川沿いの
遊歩道、竹林公園、氷川神社、南沢湧
水などを歩きます（４Km程度）。
口集合・解散　東久留米駅
　対 市内在住の６０歳以上の方
　定 ５０人（受付順）
　申 １０月２０日捷（午前９時）～２４日晶
（午後５時）に、福祉会館・老人福祉
センター・住吉老人福祉センター・老
人憩いの家・高齢者支援課（両庁舎１
階）へ直接（電話受付は不可）
□持ち物　昼食、水筒、雨具、敷物、
健康保険証な

ど

◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

　市の友好都市である千葉県勝浦市で
「いんべやぁフェスタ勝浦」を開催。
　今回も「ＴＡＮＡＳＨＩソーラン会」
の皆さんが参加して、イベントを盛り
あげます。
　内 ステージショー、各種イベント、模
擬店な

ど　
　問 勝浦市観光商工課
（札０４７０－７３－１２１１）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）
　

　ＭｅＣ（メック）西東京では、市民
の手でふるさとの川を多くの生き物の
すみかにしていきたいと考えていま

◆中央図書館（札４６５－０８２３）

「来て、見て、考えて！くらし変えよ
う生活展」
①消費者グループ研究発表・活動紹介
（パネル展示・作品展示）　②お茶碗リ
サイクル…壊れたり不用となった茶
碗、湯呑み、皿、小鉢を回収（産地で
陶磁器に再生）　③お米を使った手作
りおやつ喫茶コーナー　④地産地育の
とれたて地場野菜の販売　⑤カントリ

ーマット・お箸袋作り講習
会（申し込み制、各先
着２０人）
興パネルディ
スカッション
「食 の 安
心・安全っ
て何です
か？」
　時 ・　場 
１０月１６日
昭午後２
時～４時
３０分・コー
ル田無
※消費者セン
ターへは、はな

バス第５ルート
「消費者センター・商

工会前」下車が便利です。
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

□集合　東伏見駅北口
□解散　西武柳沢駅南口
□持ち物　水筒、雨具
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　介護保険で利用可能な福祉用具を実
際に手にとって見ることのできるコー
ナーや、住宅改修工事の実例をパネル
展示します。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３２）

２０年１０月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万３,４８８人
 （１４６減）

外
国
人
登
録

　（３８増）３１９９人人口／
　（１６増）１４４７人　男　／
　（２２増）１７５２人　女　／
　（４５増）１７９０世帯／

住
民
登
録

（１８４減）１９万０２８９人人口／
（１０８減）９万３８６７人　男　／
（７６減）９万６４２２人　女　／
（１２１減）８万６６０７世帯／

「なつかしの田無・保谷」
写真展

第８回西東京市消費生活展

10
18穣

１７日・午前１０時～午後４時３０分
１８日・午前１０時～午後４時
消費者センター

17畳・

西東京市消防団ポンプ操法大会

1026擾 午前８時１５分～正午
千駄山広場
※当日、直接会場へ

高齢者のための歩け歩け会
～落合川のせせらぎを訪ねて～

1031畳 午前１０時～４時間
※雨天中止

みどりの散策路めぐり

1022浄 午前１０時～正午
屋敷林と畑の道コース（４．０㎞）
※雨天中止。当日受付。

いんべやぁフェスタ勝浦

111穣
午前９時～午後３時
勝浦中央商店街

文化財ウィーク事業

文化財探訪（田無駅周辺）

119擾
午後１時～５時
田無駅周辺（徒歩）
※小雨決行

西原自然公園
ボランティア養成講座

文化財ウィーク事業

第２回縄文の森の秋まつり

1026擾 午前１０時～午後０時３０分
下野谷遺跡公園
※当日直接会場へ（雨天中止）

石神井川を清流に
～石神井川の清掃活動に参加しませんか～

111穣
午前１０時～１１時
集合・東伏見小学校東門

住宅改修・福祉用具展示会

1022浄 午前１０時３０分～午後６時
保谷こもれびホール

第７回西東京市歩け歩け会

113常
受付・午前８時２５分から
出発・午前９時
※小雨決行

はちどりの会・市共催事業

リサイクル施設見学会
～ごみから資源を救い出せ～

117畳 午前９時～午後５時

市民体力づくり教室
～御岳山ロックガーデンハイキ
ング（アップダウンコース）～

1129穣 集合・午前７時
（所要時間４時間）
※雨天延期１２月６日松

実習予定地の西原自然公園

昨年の文化財ウィークの風景

お茶碗リサイクルの回収風景

10
20条

午前９時～午後９時（初日
は正午から、最終日は午後３時まで）
きらっと

15浄～

10
24畳

午前９時～午後５時
（初日は正午から）
田無庁舎

21杖～


