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服装、タオル、飲み物
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８―４０８１）

　寒い冬は、エコ・クッキングで気持
ちも体もお財布も温まりましょう。２
人で作ればもっとおいしい、もっと楽
しい、もっとすてきなエコ・クッキン
グ。冷蔵庫すっきりメニューをマスタ
ーしましょう。
　対 高校生以上ペア
　定 １２組２４人（先着順）
□メニュー（３品）　ドライカレー・イ
タリアン卵スープ・キャロットオレン
ジ寒天
　申 １１月３０日掌までに、名前・住所・電
話番号を添えて電話・ファックス・メ
ールのいずれかで環境保全課へ
※必ず２人で申し込みください。
死 kankyou@city.nishitokyo.lg.jp
◆環境保全課
（札４３８－４０４２・胃４２１－５４１０）

　地域福祉計画策定にあたり、シンポ
ジウムを開催し、地域における支え合
い活動についての基調講演とパネルデ
ィスカッションを行います。
　シンポジウムで、広く市民の皆さん
へ「新たな支え合い」についてご理解
いただき、住みよい地域づくりを一緒
に考えたいと思います。
　皆さんの参加をお待ちしています。
建基調講演　
「地域における新たな支え合い」
　 辻 　 浩 氏

つじ ゆたか

（日本社会事業大学社会福祉学部教授）
建パネルディスカッション
建地域福祉計画（素案）の概要説明
死 fukushisougou@city.nishitokyo.lg.jp
◆生活福祉課 　保 （札４６４－１３１１内線
２３１１・胃４２３－４３２１）

　誰でもすぐゲームが楽しめる「ユニ
カール」と、人気の「バスケットボー
ル」を体験してみませんか？

　内 ユニカール（半面）・バスケットボー
ル（半面）
　対 ・　定 市内在住・在勤・在学者（小学
生以上）・３０人
□持ち物　室内運動靴、運動ができる

□集合・解散場所　谷戸公民館前（午
前１０時・当日受付）
□持ち物　水筒、雨具
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　一緒にお抹茶を楽しみませんか！
　茶道講座受講の成果を発表します。
　講  丑  山  宗  代 先生

うし やま そう だい

◆老人福祉センター
（田無町５－５－１２　田無総合福祉セ
ンター内　札４６６－１６８０）

　市の青少年への取り組みについて話
し合ってみませんか。同年代の仲間と
「話してみたいこと」、「やってみたい
こと」また「大人へ言いたいこと」な
ど、意見を聞かせてください。
　対 市内の中学校に通う生徒
　定 約４０人
　問 西東京市青少年問題協議会事務局
（札４６０－９８４０）
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

興第１部　防災体験訓練・実技演習
　時 ・　場 午前９時３０分～１１

時・グラウンド
　内 ①災害時web
体験訓練②煙
体験③初期
消火④応急
救護⑤非
常炊き出
し⑥地震
体験訓練
（起震車）
⑦ライフ
ライン関
係機関資
料展示・配布
⑧実技演習

（事故車両内から
の救助・救出訓練）

興第２部　講演会
　時 ・　場 午前１１時～正午・体育館

　内 災害現場における地域住民の連携の
重要性について警視庁警備部災害対策
課職員による講演を行います。
　第２部終了後、受付にて訓練参加記
念品をお配りします。
　当日、防災行政無線による実施のご
案内を、午前９時１５分に放送します。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

　親子ふれあい体操やわらべ歌、工
作、おしゃべりタイムなどの時間を親
子で楽しんでみませんか？

興親子でびっくりばこ
　内 牛乳パックを使って作るかんたん工
作「びっくりばこ」ほ

か

　対 ０歳～就学前のお子さんとその保護
者
□主催　北原児童館、ひばりが丘児童
館、みどり児童センター　

興ニコニコひろば
　内 紙コップで作る「ぴょんぴょんうさ
ぎ」の工作ほ

か

　対 ０歳～就学前のお子さんとその保護
者
□主催　田無柳沢児童センター、新町
児童館、向台保育園協力
※どちらも月１回程度行っています。
詳細はお問い合わせください。
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

２０年１１月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万３,５４７人
 （５９増）

外
国
人
登
録

　（１８増）３２１７人人口／
　（１３増）１４６０人　男　／
　（５増）１７５７人　女　／
　（１８増）１８０８世帯／

住
民
登
録

（５９増）１９万０３３０人人口／
（１７増）９万３８７１人　男　／
（４２増）９万６４５９人　女　／
（１１７増）８万６７０６世帯／

「地域福祉計画」シンポジウム

1129穣 午後２時～５時
市民会館
※当日直接会場へ

フリートーク
～自分たちの思いを伝えてみませんか～

1128畳 午後４時～６時
コール田無
※当日直接会場へ

記念日に…思い出作りに…仲直りに…

「２人でエコ・クッキング」

126穣
午前１０時～午後２時
消費者センター

　問 エコプラザ西東京（札４２１－８５８５・胃４２１－８５８６）

ファミリースポーツデー

「ユニカールと
バスケットボールの集い」

1130擾 午前９時３０分～１１時３０分
きらっと
※当日会場にて受付（先着順）

防災体験訓練・講演会

1116擾 午前９時３０分～正午
向台小学校
※当日直接会場へ

児童館の乳幼児活動

1118杖 午前１０時３０分～１１時１０分
谷戸学童クラブ
※当日直接会場へ

1118杖 午前１０時３０分～１１時４０分
向台第二学童クラブ
※当日直接会場へ

１２月７日掌
午前９時～正午前９時～正午午

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。。

※産地直送による野菜の販売があります※産地直送による野菜の販売があります。。
◆ごみ減量推進課（◆ごみ減量推進課（札札４３８－４０４３４３８－４０４３））

建リサイクル講座「クリスマス・リースを作ろう！」
　収穫後の野菜のつるや公園で
見つけた木の実、お菓子のリボ
ンなど手持ちの素材を使ってク
リスマス・リースを作ります。
正月飾りへのアレンジ方法もご
紹介します。
　家庭から出る廃食用油をリサ
イクルしてキャンドル作りも行
います。エコを考えながらリー
ス作りを楽しみましょう！
　時 １２月１０日昌午後１時～４時
　対 ・　定 市内在住・在学・在勤の方・２０人（先着順）
□持ち物　花バサミ・ペンチ・飾り用の小物（リボン・
鈴・キャンドル・人形・綿・生花な

ど）
　申 １１月１５日松～３０日掌（１７日捷は休館日のため除く）
までに、名前・住所・電話番号を添えて電話またはフ
ァックスでエコプラザ西東京へ
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

みどりの散策路めぐり

1126浄 午前１０時～正午（予定）
社寺めぐりコース（３．０㎞）
※雨天中止

お茶会（立礼席）
～老人福祉センター茶道講座発表会～

1127状 午前１０時～午後３時
老人福祉センター
※当日直接会場へ

２人で作るドライカレー

　エコの小話
　エコプラザ西東京では、６月の開館以来、来館者の
皆さんにそれぞれのエコへの思い・知恵をエコ宣言と
して残してもらっています。
例えば…
◎ごみの分別を徹底する
◎ものを増やさず、スッキリと生活していく
◎もっと植物を育てる
◎おもちゃをペットボトルや空き箱で作る
◎ごはんを残さず食べる
　「エコ」は難しくない！ちょっ
としたアイデアで、毎日を楽し
くする魔法の言葉、それが「エ
コ」。みんなでやればもっと楽
しく、大きく広がる素敵な世
界、それが「エコ」。
　エコプラザ西東京で、皆さん
のすてきなエコ宣言をお待ちし
ています。


