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２０年６月１日現在、（　）は前月比

総人口/19万3,600人
                       （99増）

外
国
人
登
録

　（４減）３１７８人人口／
　（１２減）１４３８人　男　／
　（８増）１７４０人　女　／
　（１０減）１７６７世帯／

住
民
登
録

（１０３増）１９万０４２２人人口／
　（４５増）９万４００３人　男　／
　（５８増）９万６４１９人　女　／
　（６１増）８万６６３２世帯／

　６月は環境月間です。今年の環境フ
ェスティバルは、エコプラザ西東京が
舞台です。
　今号では、「環境映像ビデオ上映会」
のプログラムをご紹介します！
　時 ２８日松・２９日掌 
建子どものための環境映像【午前１０時
～正午】…楽しくてかわいらしくて、うーん
とうなってしまう秀作ぞろいです。　
①モモンガの森（日本・７分）
②タートル・ワールド
（オーストラリア・９分）
③おとなりさんとわたし
（ベルギ－・８分）ほか８本
建親子で楽しむ環境映像【正午～午後２
時】…身近なことは意外と知らないこ
とに気づかされます。
①生ゴミ堆肥が地球を救う随―母

娘のダンボールコンポス
ト循環生活
（日本・２４分）
②クモの魔術
（オースト
ラリア・５６
分）
③海のゆり
かご・ハチ
の干潟を
守りたい
（日本５４
分）
建地球の今
を知る環境
映像【午後２
時～４時】…今

話題の現象につい
て迫力ある映像で伝え

ます。
①解説映像「地球温暖化シミュレーシ
ョン」（日本・１９分）
②クル－ド・むき出しの欲望の果て
（オ－ストラリア・９０分）
   上映会場のフロアでは、２４日昇～２９
日掌まで「小学生環境月間図画・作文
展示」を行っています。
　お子さんから大人まで楽しめる６日間、
エコプラザ西東京で環境について考えて
みませんか？
　

椛エコプラザ西東京からのお知らせ椛
　６月３０日捷は、７月１日昇からの一
般貸し出し準備のため、臨時休館しま
す。
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

　今月は、田無駅南口からの「きつね
山と鎮守の森コース」を開催します。
※雨天の場合中止　　
□持ち物　水筒、雨具
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　 市では、ハローワーク三鷹と共催で
就職面接会を開催します。参加者の年
齢制限はありません。また、パート勤
務希望者向けの求人や就職に関する相
談コーナーも開設しますので、お気軽
にご参加ください。
□参加企業　約１５社（市内の企業中心）
□持ち物　複数の企業との面接ができ
ますので、履歴書を数通持参ください。
※参加企業・求人内容などの詳細は、
開催日約１週間前に公開となります。
※車での来場はご遠慮ください。
　申 当日直接会場へご来場ください。
　問 ハローワーク三鷹　職業相談部門
（札０４２２－４７－８６１７）
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

　日本企業で働く外国人は、今後も増
えることが予想されます。日本企業を
支える外国人は同時に地域で暮らす生
活者でもあります。
   日本企業の外国人社員受け入れの現
状と問題点について考えてみましょう。
　定 ８０人
　講 小平達也さ

ん（株式会社ジェイエスエ
ー代表取締役社長）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　皆さんお誘い合わせのうえ、ぜひ見
学に来てください。
□主催　早稲田大学スポーツセンタ
ー・多摩東部少年野球リーグ・教育委
員会
□協力　早稲田大学準硬式野球部
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）　

   親子向けに、楽しく、役に立つよう
なアウトドア・イベントとして、子ど
も同士や大人同士も仲良くなれるレク
リェーションゲームやアウトドア・ク
ッキング・工作などをする予定です。
興オリエンテーション　
　時 ７月１１日晶 午後７時～８時
　場 イングビル
　対 ・　定 市内在住、在学の児童と保護者・
１５組（先着順）
　￥ １組５００円
　申 電話またはメールで、住所・氏名（親
子とも）・学年・連絡先を６月３０日捷
（必着）までにご連絡ください。
　問 田無児童館（札４６２－６２３７）
死jidou@city.nishitokyo.lg.jp
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

　親子で土に親しみ、市の農業を楽し
みませんか。
　野菜の収穫や花の植え込み、すいか
割り・・・。親子で参加し、楽しい夏
休みの思い出をつくりましょう。
　対 市内在住の小学生の親子３０組
　場  蓮見 秀男さんの畑（栄町２丁目）

はすみ

□集合　栄小学校北口通用門
□持ち物　弁当・水筒・筆記用具・は
さみ・帽子・軍手・レジ袋　
※駐車場はありません。
　申 ７月７日捷午前９時から、電話でＪ
Ａ東京みらい保谷支店指導経済課（札
４２１－６４７９）ちびっ子農業教室担当へ。
先着順。
□主催　ＪＡ東京みらい西東京地区青
壮年部
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

　定 小学校３年生～高校生（市内在住）・
１００人　
※定員を超えた場合抽選（昨年参加さ
れなかったお子さんを優先）。

　￥ 小学生…９，６００円
中学生以上…１０，０００円
　申 詳細は、６月１６日捷から各児童館・
児童センター・児童青少年課で配布す
る「参加募集について」をご覧くださ
い。市の　HP でもご覧になれます。

■キャンプ指導員募集中
　６月１日号市報でお知らせしました
キャンプ指導員を引き続き募集中。
□応募期間　６月１７日昇まで受け付け
ます。詳細は、６月１日号市報をご覧
ください。
◆ひばりが丘北児童センター
　（札４２３－４６８６）

　市では毎年、原爆犠牲者を慰霊し、
平和への決意を新たにする平和記念式
典に青少年を派遣しています。戦争を
体験したことのない青少年が被爆地で
ある広島を訪れ、戦争・平和の意義に
ついて考えます。
　時 ５日…東京駅集合～広島駅～平和 
記念資料館～宿
    ６日…式典参加～市内見学～東京駅
解散（往復新幹線利用）
　￥ ２０,０００円
　対 ・　定 中学生以上からおおむね２２歳ま
での市内在住、在勤、在学の方・８人
※応募多数の場合は、初めての方を優
先し抽選
　申 はがきまたはＥメールに、住所、氏
名、年齢、性別、電話番号、在勤・在
学の方は勤務先または学校名を明記し
７月１０日昭（必着）までに、〒２０２－
８５５５ 市役所生活文化課「広島平和の
旅」係へ  ※電話での申し込みも可。
死bunka@city.nishitokyo.lg.jp（件名に
必ず「２０平和の旅」と入れてください）
興事前学習会
　次のとおり事前学習を行います。
両日とも参加してください。
第１回目
　時 ７月２４日昭 午前１０時
　場 田無庁舎
第２回目　
　時 ７月３１日昭 午前１０時
　場 田無庁舎
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

ちびっ子農業教室

720擾 午前１０時～午後２時
受付・午前９時３０分から
※雨天中止

続報！環境フェスティバル！
エコプラザ西東京

みどりの散策路めぐり

625浄 午前１０時～正午（予定）
※午前１０時・当日受付
集合・解散　田無駅改札口

講演会
「グローバル採用の現状と日
本企業での活躍を阻む壁」

628穣 午前１０時～正午
コール田無
※当日、直接会場へ

早稲田大学野球教室

629擾 午前９時～午後４時
早稲田大学東伏見軟式野球場
※当日、直接会場へ

プレイリーダー・イベント
「おやこでチャレンジ！
アウトドア体験」　　

713擾 午前１０時～午後４時
都立武蔵野中央公園
※小雨決行

就職面接会
「しごとフェアｉｎ西東京」

626状 午後１時３０分～４時
受付・午後１時～３時
きらっと

第８回
児童館キャンプ参加者募集
～大自然と友だちになろう～

7 ２泊３日
山梨県北杜市白州町
尾白の森キャンプ場

31状～
82穣

青少年のための広島平和の旅
～平和記念式典と原爆ドームなどを見学～

8
6浄

１泊２日
集合・解散　東京駅

5杖～

□コース・定員
人数対象コース名

１０人
小学６年生以上
（中高生優先）

ジュニア
コース

４０人小学４年生以上
テント
コース

５０人（３年生は
最大２５人まで）

小学３年生以上
エンジョイ
コース

※参加費は変更になる場合があります。
　詳細は、「参加募集について」をご覧ください。

「おとなりさんとわたし」から

６月２９日掌

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。。

※産業振興課による野菜の販売があります※産業振興課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））

午前１０時～午後２午前１０時～午後２時時

6 午前１０時開場
※２４日昇のみ午前１１時から
エコプラザ西東京

24杖～
29擾


