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配布煙シルバー人材センター

No.185

平成20年
（2008） /515

２０年５月１日現在、（　）は前月比

総人口/19万3,501人
 （485増）

外
国
人
登
録

　（６５増）３１８２人人口／
　（４２増）１４５０人　男　／
　（２３増）１７３２人　女　／
　（６２増）１７７７世帯／

住
民
登
録

（４２０増）１９万０３１９人人口／
（２２７増）９万３９５８人　男　／
（１９３増）９万６３６１人　女　／
（３９２増）８万６５７１世帯／

　多摩六都ビッグバンド養成講座から
誕生したバンドがコンサートを開催し
ます。
□演奏曲　シング・シング・シング、
オーバー・ザ・レインボウほ

か

□出演　ノーザンシックス・ビッグバ
ンド
　問 高松（札４６１－８６６０）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　大気中の二酸化窒素の測定を体験し
ながら、大気汚染問題について学習す

る機会として、「二酸化窒
素簡易測定の体験講
座」を６月５日昭
～６日晶に実
施します。
　参加を希
望される
場合は、
事前説明
会にご参
加くださ
い。
　詳細に
ついては、
お問い合わ
せください。
　申 ５月１９日捷午

後４時までに、電
話で申し込み

◆環境保全課 　保 （札４３８－４０４２）

　介護保険で住宅改修工事や福祉用具
のレンタル・購入ができることをご存
知ですか。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）

　５月２４日松にオープン記念イベント
を行います。新緑のひととき皆さんお
誘い合せのうえお越しください。
□第１部　開館式典（午前１０時から１
階交流ホール）　
□第２部　キャラクターショー・マジ
ックショーほ

か（午前１１時１０分から４階
大広間）
※駐車場はありませんので、交通機関
をご利用ください。住吉会館へは、市
報４月１日号または市　HP をご覧くだ
さい。

◆子ども家庭支援センターのどか
（札４２５－３３０３）

　台風などによる水害に備え、水防訓
練を行います。近年、都内各所の記録
的な豪雨により、台風以外でも「都市型
水害」への対応が必要とされています。
　水害が想定される時期を前に、市、
消防署、消防団、そして市民の皆さん
とともに、家庭にある身近な資材を活
用した「簡易水防工法」、消防団による
積土のう工法、消防隊による倒壊家屋
からの救出・救助訓練などを行います。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

　今月は、保谷駅北口からの「まちの
里山コース（３．２㎞）」を開催します。
□集合・解散場所　保谷駅北口
（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）

　日本に定住する外国人は年々増えて
おり、当市も例外ではありません。
　外国人の長期滞在化、定住化が進む
中、外国人が直面する法律に関する問
題について考えてみませんか。
　定 ８０人
　講  大  木  和  弘 さん

おお き かず ひろ

（第一東京弁護士会所属弁護士）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　市街化の進行に伴い、貴重な緑が減
少しつつある中、緑の重要性を再認識
するため身近な雑木林や湧水地の観察
会を行います。
□コース　たての緑道→竹林公園→落
合川→南沢湧水地→南町緑地保全地域
→西原自然公園→郷土資料室解散（午
後２時頃予定）
　対 １８歳以上の市内在住、在勤者
　定 ４０人
　申 往復はがきに、住所・氏名・年齢・
性別・電話番号を記入し、５月２７日昇
（必着）までに、〒２０２－８５５５市役所み
どり公園課「自然観察会参加希望」係

へ郵送（１枚の往復はがきに２人まで
記入可、応募多数の場合は抽選）
※後日、結果・詳細を通知します。
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　パソコン未経験の高齢者の方などを
対象とした、メールやインターネット
の利用方法などを中心としたパソコン
初級講座を開催します。
　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 ２０人（応募多数の場合抽選）
　講 ＮＰＯ法人西東京ＮＰＯ推進センタ
ーセプロス
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電話
番号を記入し、５月２２日昭（必着）ま
でに、〒２０２－８５５５ 市役所高齢者支援
課地域支援係「パソコン講座担当」へ
郵送
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

　当市も加盟している日本非核宣言自
治体協議会が原爆や平和について理解
を深めるため、長崎で被爆地の様子や
被爆者を取材する親子を募集します。
　対 市内在住の小学生とその保護者
　定 全国の対象自治体から２０人（１０組）
※応募多数の場合は抽選
　￥ 往復の交通費、宿泊代、滞在中の取
材補助経費は協議会が支給します。
　申 往復はがきに、住所・氏名（ふりが
な）・性別・小学校名・学年・電話番
号・保護者名を記入し、押印のうえ、
５月３１日松（消印有効）までに、〒８５２
－８１１７ 長崎市平野町７－８ 長崎市平
和推進室内日本非核宣言自治体協議会
事務局「親子記者事業係」へ
※協議会　HP からも応募できます。
　問 日本非核宣言自治体協議会　　　　
（札０９５－８４４－９９２３）
※詳しくは関連リンクの協議会　HP 
http://www.nucfreejapan.comをご覧く
ださい。
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　１２月１４日掌にルネこだいらで、ベー
トーヴェン作曲：交響曲第九番（合唱
付き）を歌う合唱団員を募集します。
□人数　女声…１５０人、男声…５０人
□資格　原則として、小平市、東村山
市、清瀬市、東久留米市、西東京市に
在住・在勤・在学の方
　￥ 一般１３，０００円、学生９，０００円（事前練

習は一般３，０００円増、学生２，０００円増）
□共演　小平市民オーケストラ
□指揮　 柳  澤  寿  男 さん

やなぎ さわ とし お

□練習日　９月１７日～１２月１０日の水曜
日（音取りを中心とした事前練習を７
月２３日から７回実施）午後７時～９時
３０分（全１４回）
※１２月６日松・１３日松も予定。
　場 ルネこだいらレセプションホールほ

か

□指導　 長  井  則  文 さんほか
なが い のり ふみ

　申 往復はがきに、①住所②氏名（ふりが
な）③電話番号④パート（自己申告）⑤
事前練習参加希望の有無⑥楽譜購入
要・不要を記入し、６月１日掌～７日松
まで（消印有効）に、〒１８７－００４１小平市
美園町１ー８ー５小平市文化振興財団
「２００８こだいら合唱団」団員募集係へ
※受付は先着順ですが、同日に応募者
多数の場合抽選。
　問 ２００８こだいら合唱団実行委員会・田
沼（札０４２－３４１－７９１２）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　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）では、多摩六都フェアを実
施しています。
　専門家の指導のもとで練習し、プロ
のゲストアーティストとともにコンサ
ートで成果を披露してみませんか。
　対 多摩六都地域に在住、在学、在勤す
る小学生以上で熱意のある方。中学生
以下は保護者の方の送迎ができる方。
　定 ８０人※応募多数の場合は抽選
□講習日・場所　６月２７日晶～翌年２
月６日晶（全１６回予定）・コール田無
　講  淡  野  保  昌 さん

あわ の やす まさ

　￥ １５，０００円※途中返還しません。
　申 所定の応募用紙に記入し、６月１３日
晶までに保谷こもれびホールへ直接持
参またはファックス。
建コンサート　平成２１年２月１４日松午
後４時開演（予定）・保谷こもれびホール
□ゲスト　 陣内  大  蔵 さん（予定）

じんのうち たい ぞう

　問 保谷こもれびホール
（札４２１－１９１９　胃４３８－７６７６）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　問 ・　申 にしはらスポーツクラブ
(西原町４－５－６西原総合教育施設
内　札４６７－９９１９ 　胃４６７－９９２１）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

ノーザンシックス
ビッグバンドコンサート

518擾 午後２時開演
市民会館
※当日、直接会場へ

多摩六都フェア
２００８こだいら合唱団募集

多摩六都フェア「初歩からの
ゴスペル講習」受講生募集！

「二酸化窒素簡易測定の体験講座」
事前説明会

520杖 午前９時３０分
防災・保健福祉総合セン
ター

住宅改修工事・福祉用具展示会

5
23畳

２２昭午前１０時～午後５時
２３晶午前９時～午後３時
田無庁舎

22状～

水防訓練

525擾 午前９時３０分～１１時
千駄山広場
※当日、直接会場へ

みどりの散策路めぐり

528浄 午前１０時～正午（予定）
まちの里山コース
※雨天の場合は中止

講演会
「外国人の法律について」

6 1擾
午前１０時～正午
コール田無
※当日、直接会場へ

自然観察会
豊かなみどりと湧水をたずねて

612状 ひばりが丘駅南口
午前１０時集合・１０時１５分出発
※小雨決行

高齢者のためのパソコン講座

6
27畳

午前１０時～正午
住吉老人福祉センター
※全３回（毎週金曜日）

13畳～

長崎で平和の取材
「親子記者」参加者募集！

8
10擾 ２泊３日
8畳～

総合型地域スポーツクラブ
「にしはらスポーツクラブ」メンバー募集

月　謝対象・人数日　時クラブ名

月１,０００円
※

小学校４～６年
生・１５人

毎週土曜日
午前９時３０分
～１１時３０分

バドミ
ントン

月１,０００円
※

小学校３～６年
生・１５人

毎週土曜日
午後３時
 億億億 ～５時

ミニバス
ケットボ
ール
※ほかにクラブ会費（年会費）あり。
※ともにコーチあり。

住吉会館「ルピナス」
オープンイベント

524穣 午前１０時
住吉会館「ルピナス」
※当日、直接会場へ


