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 　　時 日時　　場 場所　　￥ 料金　　内 内容　　定 定員　申申し込み　　問 お問い合わせ先　　締 締切　　対 対象　胃ファックス　　HP ホームページ　糸メール　　保 保谷庁舎　　田 田無庁舎凡例

平成２０年１月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万２９１０人
 （１０増）

外
国
人
登
録

　（２０増）３０４７人人口／
　（１２増）１３８１人　男　／
　（８増）１６６６人　女　／
　（１４増）１６５０世帯／

住
民
登
録

（１０減）１８万９８６３人人口／
（１７減）９万３７６２人　男　／
（７増）９万６１０１人　女　／
（３減）８万５８５８世帯／

第１部　講演会「よみがえる森」
「利根川の源流・足尾に緑を育てる」
　江戸時代から昭和まで約４００年間、
足尾銅山の銅の製錬で木材が消費され
て森林が失われました。加えて煙害と
水害で土壌までなくなった荒廃地を、
現在官民協力して再生・森づくりに取
り組んでいます。
　ボランティアの一員として参加して
いる講師が、その取り組みの現状を報
告します。
　時 午後２時～３時３０分
（開場午後１時３０分）
□講師　小野崎敏氏
（日鉄鉱業株式会社名誉顧問）　
第２部　ワークショップ

「身近な環境の再生」
多くのボランティアの
協力により、足尾銅
山にも森が再生
しつつありま
す。みんな
で知恵を出
し合い、
石神井川
などの市
内の河川
に豊かな
自然を回
復 し、ほ
たるが再び
舞うような
「多様な生物
のすみか」とし

て、子どもたちに残
していきましょう。

　時 午後３時４５分～５時
　定 ７０人（先着順）
　申 ＭｅＣ西東京・末光　（札４６４－２５５８）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　正月料理も飽きたところではありま
せんか。そこで、手打ちうどんをつく
ってみませんか。
　対 ・　定 市民・２４人
□持ち物　エプロン、三角布、ふきん
　￥ ３００円（材料費）
　申 １月１６日昌午前９時～午後５時まで
に電話受け付け（定員になり次第終了）

□講師　富岡　 一 さん（うどん愛好家）
はじめ

◆消費者センター（札４２５－４１４１）

　市内外で活躍している若手アーティ
ストを中心に、「身近にある平和とは
何か」を一緒に考えるコンサートを行
ないます。
□出演　雨道、Ｓｏｆｔ　Ｖｏｉｃｅ、Ｂｅｓｔ　Ｈａ
ｒｍｏｎｙほか
□主催　非核・平和をすすめる西東京
市民の会・西東京市
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　市立小学校の児童の作品展、中学校

生徒の作品展を開催します。　中学校
は都立田無養護学校と合同開催です。
　創作意欲に満ちあふれ、豊かな表現
力が発揮された作品が展示されますの
で、ぜひこの機会に鑑賞ください。
□展示作品　図工・美術・技術・家庭・
書写を中心にした選択教科や総合的な
学習の時間の作品等
※車での来場はご遠慮ください。
◆教育指導課 　保 （札４３８－４０７８）

　市では環境にやさしいまちづくりを
めざし、ごみの減量とリサイクルに取
り組んでいます。
　このたび、西原自然公園の樹木更新
作業で発生した伐採材・せんてい枝を
無料で配布します。
　木彫りやオブジェに、あるいは、花
壇づくりの材料に利用してみません
か。
□サイズ　幹回り約１５㎝～１４０㎝
□長　さ　９０㎝未満　                      
 ※希望の方には、コースター用として
厚さ２㎝位までに加工します。
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　多摩北部都市広域行政圏協議会（小
平市・東村山市・清瀬市・東久留米市・
西東京市で構成）では、障害のある方
の芸術・文化活動を推進するとともに、
圏域市民との理解を深めることを目的
に、「ぴゅあ　あーと展」を昨年度に引
き続き開催します。
   多くの圏域市民の皆さんの来場をお
待ちしています。
※オープニングセレモニーを、８日晶
午後５時以降に予定しています。
　問 東久留米市企画経営室企画調整課
（札０４２－４７０－７７０２）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　高齢者を介護している家族の方、介
護に関して知職を身につけたい方、ボ
ランティアとして活動してみたい方の
ために、市民介護講習会を開催しま

す。
　対 市内在住の方で、６日間の全日程に
参加できる方
　定 ２０人（応募数多数の場合抽選）
　内 在宅介護に必要な基本的知識と技術
の習得
　申 はがきに、住所・氏名・電話番号・
「市民介護講習会希望」と明記のうえ、
１月３１日昭（消印有効）までに〒２０２－
８５５５  市役所高齢者支援課高齢者サー
ビス係へ郵送してください。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

　平成１９年度当初に予定していた特別
整理休館（３月２０日～３１日）は、図書
館管理システム入れ替え時期の変更に
伴い、５月に延期します。
　３月２０日～３１日は全館通常どおり開
館しますので、利用してください。
　なお、５月の特別整理休館の日程に
ついては後日お知らせします。
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

市民介護講習会

2
23穣

午前１０時～午後３時
特別養護老人ホーム
クレイン（西原町４－３－５）

18条～

図書館特別整理休館・延期

手打ちうどんに挑戦しましょう！

125畳 午前９時～午後２時
消費者センター

児童・生徒作品展

2
4条

小学校児童作品展
晶・午後６時～７時３０分
松、掌・午前９時１０分～午
後４時３０分（捷・２時３０分）
きらっと

1畳～

非核・平和コンサート

～ヤング・ピース・フェスタ～

126穣 午後１時３０分開演
コール田無
※当日、直接会場へ

多摩六都フェア

第２回　ぴゅあ　あーと展

2
10擾

８日晶　午後１時～７時
９日松　午前１０時～午後７時
１０日掌   午前１０時～午後３時

8畳～

■「こもれび杯」西東京市ミニバスケットボール大会
　日ごろの練習成果を力一杯のプレーで発揮します。
皆さんの大きな声援で、プレーに一層力が入ります。
ぜひお誘いあわせのうえ、応援にきてください！
入場無料です。
　時 ・　場 ３月９日掌　午前９時・スポーツセンター

　■痛みの緩和・解消トレーニング教室「肩こり」
　肩周辺の筋バランスを整えながら、つらい肩こりの緩和・解消を目指します。

　時 ２月２６日・３月１１日・２５日（第２･４火曜日、全３回）午前１０時～正午
　場 スポーツセンター　トレーニング室
　対 ・　定 １６歳以上の運動できる方･６人（応募者多数の場合抽選）
　申 往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢・性別を記入のう
え、西東京市スポーツセンター「トレーニング教室」まで。１月３１日昭必着。
　￥ ２，０００円（一括・前納）
※トレーニングの内容・強度については個人の身体状況に応じて、スタッフが
相談させていただきます。
※現在医師による診察を受けている方は、運動の許可・運動制限の有無を必ず
医師に確認してください。

木彫りやオブジェを
作りませんか

2 1畳
午前１０時～午後３時
西原自然公園東側入り口
※雨天決行

ＮＰＯ等企画提案事業
地球温暖化防止キャンペーン第２弾

119穣 午後２時～５時
コール田無

1
28条

中学校生徒作品展
午前９時～午後４時
（最終日は午後１時まで）
きらっと

26穣～

文化・スポーツ情報 除西東京市文化・スポーツ振興財団（〒２０２－８５５５ 中町１－５－１） スポーツセンター （札４２５－０５０５　捌４２５－０６０６）
　HP  http://www.nishitokyo.or.jp/sportscenter/
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西東京

vol.７

ただ今活躍中！！

　一般廃棄物の適正処理と減量

のため、市は廃棄物減量等推進

員に協力をお願いしています。

　推進員の皆さんは、市内の町

丁ごとに、集積所の見回りやご

み出しの指導などを実施中！

　ごみ減量のイベントにも積極

的に参加しています。

　まちの美化のため、今後とも

よろしくお願いします。

◆ごみ減量推進課

 　保  (札４３８－４０４３）

　～廃棄物減量等推進員　
　の皆さん～


