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配布・シルバー人材センター

No.183

平成20年
（ 2 0 0 8 ） /415

２０年４月１日現在、（　）は前月比

総人口/19万3,016人
 （212増）

外
国
人
登
録

　（６６増）３１１７人人口／
　（２６増）１４０８人　男　／
　（４０増）１７０９人　女　／
　（５５増）１７１５世帯／

住
民
登
録

（２１２増）１８万９８９９人人口／
（９６増）９万３７３１人　男　／
（１１６増）９万６１６８人　女　／
（４５０増）８万６１７９世帯／

５時までに、老人福祉センターへ直接
申し込んでください（電話受け付けは
行いません）。福祉会館・老人福祉セン
ター利用証をお持ちください。
※土・日曜日休館
◆老人福祉センター（札４６６－１６８０）

　
　さまざまな花や植物を使い、毎回い
ろいろな季節を感じる作品を作ってみ
ませんか。
　時 ５月２１日、６月１８日、７月１６日、８
月２０日（毎月第３水曜日・全４回）午
後１時３０分から（約２時間）
　場 住吉老人福祉センター
　対 市内在住の満６５歳以上の方で「要支
援・要介護」の認定を受けていない方
　定 １５人（多数の場合抽選）
　￥ 各日１，０００円（材料費）
　講 ＮＰＯ法人フラワーセラピー研究会
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電話
番号を明記し、４月２３日昌（必着）ま
でに、〒２０２－８５５５  市役所高齢者支援
課地域支援係「フラワーセラピー担当」
へ郵送
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

　下保谷図書館は５月１９日捷をもって
閉館となりますが、貸出施設の集会
室・和室は、引き続き８月３１日掌まで
利用できます。
　なお、利用者登録の受付窓口は、６
月２９日掌から下保谷児童館となりま
す。
◆下保谷図書館（札４２１－３０６０）

　中央図書館では、平成２０年度から祝
日を開館します。
　ゴールデンウィークは、４月２９日抄
～５月５日抄の間、開館します（５月
６日抄は休館）。ぜひご利用ください。
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　図書館管理システム入れ替え・蔵書
点検のため、５月１９日捷～３１日松の間
全館休館となります。システムの休止
に伴い、図書館　HP も閉鎖します。資料
検索・利用状況の確認などもできませ
んので、ご了承ください。
　なお、下保谷図書館は、保谷駅前図
書館移転準備のため、５月１８日掌をも
って閉館します。
　保谷駅前図書館は、６月２９日掌開館
予定です。
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

づくり～
　主に初心者を対象とした講座です。

　時 ５月～平成２１年３月
　場 老人福祉センター（田無町５－５－
１２ 田無総合福祉センター３階）
　対 市内在住の６０歳以上の方
　定 各講座１５～５０人程度（各教室により
異なる。定員を超えた場合は、新規の
方を優先し抽選）。
　￥ 教材費などは自己負担
　申 ４月１６日昌 午前９時～２２日昇午後

「通訳ボランティア担当」係へ
死 bunka@city.nishitokyo.lg.jp
※必ず件名に「２０通訳ボランティア」
と入れてください。

□共催　西東京市多文化共生・国際交
流センター
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

～楽しみながら健康づくり・生きがい

　
　平成１８年４月から開催し、多くの皆
さんに参加いただいた「みどりの散策
路めぐり」を今月から再開します。
　今回は、田無駅北口からの「東大農
場・演習林コース（４．２㎞）」です。
□集合・解散場所　田無駅改札口
□持ち物　水筒、雨具
　申 現地集合、当日受付
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　外国人登録者数の増加に伴い、文
化、習慣の違いなどからさ

まざまな悩みや問題
に直面する外国籍
市民も増えて
います。
　東京外国
人支援ネ
ットワー
クに参加
している
都内の自
治体や国
際交流協
会等が４
月～翌年３
月にかけて約

２０か所をリレー
しながら、弁護士

等各種専門家による外
国人のための無料専門家相

談会を実施します。
　当市は１２月１３日松に実施予定です。
この相談会で、専門家との間に立って
通訳などをしていただくボランティア
を募集します。

□資格　市内在住・在勤・在学で、弁
護士など各種専門家との通訳ができ、
研修会・相談会にボランティアとして
参加できる方。国籍・言語は不問。
　申 はがきまたはＥメールで、①住所 ②氏
名  ③電話番号・ＦＡＸの有無  ④通訳がで
きる言語  ⑤Ｅメールアドレスを明記し、
５月２日晶（消印有効）までに、郵送ま
たは送信してください。
郵送　〒２０２－８５５５市役所生活文化課

みどりの散策路めぐり

423浄 午前１０時（集合）～正午
東大農場・演習林
※雨天の場合は中止

老人福祉センター
教養講座・健康教室

□教室日程
開始日実施日時教室名

５月１２日月曜日
午後１時～２時太極拳

５月１３日第２・４火曜日
午後１時～２時１５分

さわやか
体操

５月２０日第１・３火曜日
午後１時～３時大正琴

５月１３日第２・４火曜日
午後２時～３時３０分

音 楽 の 旅
（前期）

５月１４日第１・２・３水曜日
午前１０時１０分～１１時３０分中国語会話

５月１４日第１～４水曜日
午後１時～３時民謡

５月２１日第３・４水曜日
午前１０時～１１時３０分

フォーク
ダンス

５月１５日木曜日
午前１０時～正午茶道

５月１５日木曜日
午前１０時３０分～正午

すっきり
体操

５月１５日木曜日
午後１時～３時民踊

５月１５日第１・３木曜日
午後１時３０分～３時３０分似顔絵

５月１６日金曜日
午後１時～３時詩吟

※「音楽の旅」については、前期（５～１０
月）、後期（１１～３月）と分けて実施します。
後期については改めて募集します。

福祉会館・住吉老人福祉センター各種教室

□教室日程
開始日実施日時（月２回）教　室　名場　所

５月８日毎月第２・４木曜日
午後１時３０分～３時３０分書道住吉老人福祉センター

（旧住吉福祉会館）
（札４２１－１１２２） ５月１６日毎月第１・３金曜日

午後２時～３時らくらくエアロビクス

５月１２日毎月第２・４月曜日
午前１０時～１１時３０分ヨガ

下保谷福祉会館
（札４２２－８３３８）

５月８日毎月第２・４木曜日
午後２時３０分～３時３０分楽しく歌いましょう

５月７日毎月第１・３水曜日
午前１０時～１１時すこやか体操新町福祉会館

（札０４２２－５５－１７８１）

５月１３日毎月第２・４火曜日
午前１０時～１１時フラダンス

富士町福祉会館
（札４６５－９３５０） ５月２０日毎月第１・３火曜日

午後２時～４時絵手紙

５月１４日毎月第２・４水曜日
午前１０時～１１時３０分

あなたの“心に残る唄”
をうたおう

５月１２日毎月第２・４月曜日
午前１０時～１１時太極拳

ひばりが丘福祉会館
（札４２４－０２６２）

５月１９日毎月第１・３月曜日
午前１０時～１１時３０分手話（初級）

外国人のためのリレー専門家相
談会　通訳ボランティア募集！

花を使って季節の作品を
作ってみませんか

下保谷図書館
集会室・和室の利用

「中央図書館」祝日開館

図書館特別整理休館

□研修会日程（予定）
タイトル

講師会場日時
日本にいる外国人の現状、国・地方自治体の施策

国立国語研究所
野山広さ

ん

田無
庁舎

５月１７日松
午前１０時～正午①

外国人の法律について
弁護士
大木和弘さ

ん

コール
田無

６月１日掌
午前１０時～正午②

災害時の外国人支援について

未定田無
庁舎

６月１５日掌
午後１時～３時③

グローバル採用の現状と日本企業での活用を阻む壁
ジェイエーエス
代表取締役社長
小平達也さ

ん

コール
田無

６月２８日松
午前１０時～正午④

子どもの思考の基礎を作る言語について
～第２言語習得論～

イースタン・ミ
シガン大学
桶谷仁美さ

ん

コール
田無

７月１３日掌
午前１０時～正午⑤

都内リレー専門家相談会から見えてきたこと
武蔵野市国際交
流協会
藤谷純子さ

ん

コール
田無

８月２日松
午前１０時～正午⑥

※研修にはなるべく参加してください。
その他、相談会の実施日までに２回程度
の研修を予定しています。

　主に初心者を対象とした講座です。
　時 ５月～平成２１年３月（「あなたの“心に残る唄”をうたおう」は５～１２月）
　対 ・　定 市内在住の６０歳以上の方・各教室２０～５０人程度
（各教室により異なる。定員を超えた場合は、新
規の方を優先し抽選）。
　￥ 教材費などは自己負担
　申 ４月１６日昌 午前９時～２２日昇午後５時までに、
各福祉会館・住吉老人福祉センターへ直接申し込
んでください（電話受け付けは行いません）。
　福祉会館・老人福祉センター利用証を持参くだ
さい。※日曜日休館
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）


