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２１年３月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万３４１６人
 （１０９減）

外
国
人
登
録

　（１４減）３２０１人人口／
　（２減）１４５５人　男　／
　（１２減）１７４６人　女　／
　（１５減）１７８０世帯／

住
民
登
録

（９５減）１９万０２１５人人口／
（４０減）９万３７８０人　男　／
（５５減）９万６４３５人　女　／
（２７減）８万８４６１世帯／

□コース　高尾山口駅～高尾山山頂～
高尾山口駅（※ロープウェイは使いま
せん）
　対 小学生以上で市内在住・在勤・在学
者（小学生は保護者同伴）
　定 ６０人（先着順）
　￥ 交通費自己負担（１，１４０円）
□持ち物　運動靴（登山靴）、ザック、
タオル、雨具、昼食、飲み物、着替えな

ど

　申 往復はがきに、参加者全員の住所・
氏名・年齢・性別・電話番号を明記の
うえ、４月１日昌（必着）までに、
〒２０２－８５５５　市役所スポーツ振興課
「高尾山ハイキング」係へ
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　市民の皆さんの多数の参加をお待ち
します。
　内 警察官による講和・ビデオ上映
　問 西東京市交通安全協会（清水）（札４６１
－２２１０）／田無警察署（札４６７－０１１０
内線４１１２）
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５５）

　雄大な景色に包まれた高尾山を一緒
に登りませんか？
□集合　ＪＲ武蔵境駅北口ロータリー
入口・午前８時３０分
□解散　京王線高尾山口駅

　家族、または１人でも気軽に参加し
てください。初心者の方も歓迎です！
①バスケットボール（チーム不可）
②ユニカール（カーリングに似たスポーツ）
　対 ・　定 市内在住・在勤・在学者
①小学３年生以上・先着３０人
②小学生以上・先着３６人
□競技方法　チーム分けは当日行います。
□持ち物　室内運動靴、運動ができる
服装、タオル、飲み物
　申 往復はがきに種目、参加者全員の住
所、氏名、年齢、性別、電話番号を明記
し、３月２３日捷（必着）までに〒２０２－
８５５５市役所スポーツ振興課「ユニカールと
バスケミニゲーム大会」係へ（１枚のはがき
で２種目の応募可）。
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８―４０８１）

　この春、小学校に入学される新１年
生の皆さんに、交通安全について学ん
でいただくための集いを開催します。
　新１年生はもちろんのこと、家族で
交通安全について学べる企画となって
います。
　内 警察官による交通安全講話、信号機
の見方および横断歩道の渡り方などの
指導、交通安全人形劇などを予定。
◆道路管理課 　保 （札４３８ー４０５５）

　今話題のこころの病～うつと統合失
調症について、どういう病なのか、ま
たどういう困難さがあるのか、精神科
医の村上先生に長年の臨床経験からお
話をいただきます。
　基調講演に引き続き村上先生と共
に、「どういう支援があると、地域での

社会生活がより豊かになり、支
えることができるか」に
ついて市内の精神
保健福祉関係機
関の方々と考
えていく時
間を設けま
し た。そ
の他にも
コンサー
トや、市
内施設・
事業所に
よるブー
ス設置・喫
茶コーナー
など盛りだく
さんな内容でお

待ちしています。
□コンサート・ダンディ

ーズ、ジョリーウエスト・ジャズ
オーケストラ
□基調講演「地域で支える『こころの
病』～うつと統合失調症について」
　講  村  上  雅  昭 先生（明治学院大学社会学

むら かみ まさ あき

部社会福祉学科教授）
□パネルディスカッション
「西東京市精神保健福祉の現状と今後の
ゆくえ～合言葉は地域で支える ！」
□その他　施設紹介、作品展示など
　定 ２００人
　問 支援センター♪ハーモニー
（札４５１－６５６６）
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３４）

　
　非正規労働者の大量失職は、日本の
雇用制度が抱える問題を明らかにしま
した。
　雇用情勢の悪化が進む中、労働者派
遣法の見直しも検討されています。
　だれもが安心して人間らしく働くこ
とができる雇用・労働の在り方につい
て、長年、労働問題に取り組んでこら
れた弁護士の中野麻美さんにお話しい
ただきます。
　講  中  野  麻  美 氏（弁護士・ＮＰＯ派遣労

なか の ま み

働ネットワーク理事長・日本労働弁護
団常任幹事）
　定 ９０人
　申 ３月１８日昌午前１０時から開館時間中
に電話または直接保谷駅前図書館へ
◆保谷駅前図書館（札４２１－３０６０）

こころの健康まつり
～どうなる？西東京の福祉～

みんなで支える「こころの健康」

328穣 午前１０時４５分開場、１１時開演
市民会館
※当日直接会場へ

第２回保谷駅前図書館開館記念講演会

「人間らしく働くために～今、雇
用の場で何が起きているのか～」

328穣 午後２時～４時
保谷駅前公民館

「ユニカールとバスケットボール」
ミニゲーム大会

329擾 ①正午～午後３時
②午後３時３０分～５時３０分
きらっと

問い合わせ参加費場所日時種目
石橋（札４６１－１２６９）

無料
スポーツセンター第１・３日曜日　　午前９時～正午剣　　道

藤原（札４２２－５６０８）武道場第１～３日曜日　　午前９時～正午柔　　道
小林（札４６３－１７６７）１回７５０円スポーツセンター第１木・金曜日　　午前１０時～正午水　　泳

下田（札４６２－２２１７）１回３００円
東町テニスコート第２・４土曜日　　午後１時～３時

ソフトテニス
芝久保第二運動場第３土曜日　　　　午後１時～３時

伊藤（札４６１－９６７４）１回３００円
スポーツセンター

第１・３水曜日　　午前９時～正午卓　　球

 雲野 （札４２３－０６３７）
うん　　の

１回５００円第２～４木曜日　　午後６時～９時バドミントン

 瓜生 （札０８０－５０６４－４９０８）
う　　りゅう

１回１００円第１木曜日・第３土曜日　午後６時～９時バスケットボール

 妹尾 （札４２１－１２９１）
せの　　う

月１６００円武道場第１・２土曜日　　午前９時３０分～１１時３０分アーチェリー

 菅野 （札４２１－７０７５）
かん　　の

月１０００円総合体育館第１・２金曜日　　午後６時～９時躰　　道
岡村（札４２２－１２１５）無料スポーツセンター第１～３水曜日　　午後６時～９時少林寺拳法

清水（札４２３－１３５０）１回３００円
東町テニスコート

第３土曜日　　　　午前９時～１０時３０分
硬式テニス 第４火曜日　　　　午後１時～２時３０分

芝久保第二運動場第４土曜日　　　　午前９時～１０時３０分
佐々木（札４６１－７５１０）月２５００円武道場第３・４日曜日　　午前９時～正午太　極　拳
 茂木 （札４２２－５８７８）
もて　　き

１回５００円スポーツセンター第１日曜日　　　　午後３時～６時ダンススポーツ
内山（札４６４－７１１２）月３００円

北原運動場
第１・２土曜日　　午前１１時４０分～午後２時２０分ターゲットバードゴルフ

 西潟 （札４６１－７０５８）
にし　　がた

無料
第１～３月曜日　　午前１１時４０分～午後２時２０分グラウンドゴルフ

芝田（札４７８－０３５１）総合体育館第１・２月曜日　　午後６時～９時合　気　道
加藤（札４２１－３２３２）武道場第３・４水曜日　　午後６時～８時４５分初心者空手道

※種目によっては、日程変更等がありますので各団体へご確認ください。

　体育協会加盟団体では、さまざまなスポーツ教室を開催しています（下
表参照）。幅広い種目がありますので、皆さんぜひご参加ください。
　なお、保険料は参加者負担となります。参加資格・内容など詳しくは各
団体（連絡先）へお問い合わせください。◆スポーツ振興課　　保 （札４３８－４０８１）

＜前期＞
４月～９月スポーツ教スポーツ教室室

　子どもから大人を対象とした連続「リサイクル講座」を、ただ今
受付中です。

　申 両講座とも電話・ファックス・死のいずれかで、名前・住所・電話番号
を添えて下記へ申し込み（先着順）
　問 エコプラザ西東京
（札４２１－８５８５　胃４２１－８５８６　糸 gomigen@city.nishitokyo.lg.jp）

新入学児童交通安全の集い

330条 午前１０時～正午
田無自動車教習所
※雨天の場合は、市民会館

市民体力づくり教室
～新緑の高尾山ハイキング～

418穣 午前８時30分から
高尾山
※雨天順延２５日松

運転者講習会

4 いづれも午後７時から
１日・保谷こもれび小ホール
３日・市民会館

1浄・
3畳

建春休み小学生環境イベント

「マイキーホルダーを作ろう！～プ

ラスチックの再生実験とリサイクル

工作～」
　ペットボトルからの糸作りや発泡
スチロールの再生実験などを通し
て、リサイクルや地球環境について
学びます。
　時 ３月２８日松午後１時～３時　
　対 ・　定 市内在住または在学の小学生
（保護者・中学生も可）・３０人

建省エネ・節水でエコ貯金

～地球と家計にやさしい暮らし～

　３８万円節約（９年間）の実績があ
る講師が、だれも
が簡単にできるご
み減量・省エネ・
節水、３Ｒの方法
を紹介します。
　時 ３月２０日抄午後１時３０分～４時　
　対 市内在住、在勤、在学の方
　定 ５０人


