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～１月１５日から２１日は「防災
とボランティア週間」～
災害に対する「そな
え」の重要性が
増していま
す。
　市では期
間 中、西
東京消防
署の協力
を得て、
震災記録
写真・生
活用品・非
常持ち出し
品・ポスター
の展示を行い

ます。
◆危機管理室

　保 （札４３８－４０１０）

興第１部・講演会
「日本中のホタルの生息地を求めて」
　時 午後１時３０分～３時（開場１時）
　講 小俣軍平氏（日本ホタルの会理事）
　謎の多いホタルの生態を、豊富な実地
調査の経験をもとにわかりやすく話します。
興第２部・ワークショップ
「石神井川を清流に！」
　時 午後３時１５分～４時４５分
　私たちで石神井川をきれいにし、ホ
タルが再び舞う「多様な生物のすみか」
として、子どもたちに残しましょう。
　申 ・　問 MeC西東京・末光（札４６４－２５５８)
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　毎年１月２６日は「文化財防火デー」

です。消防団では、１月２４日松、２６日
捷、２８日昌に西東京消防署の協力を得
て文化財防火演習を実施します。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

　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。
興小学校児童作品展
　時 ・　場 １月３０日晶 午後６時～７時３０分
１月３１日松～２月１日掌 午前９時１０
分～午後４時３０分
２月２日捷 午前９時１０分～午後２時
３０分・きらっと
興中学校生徒作品展
　時 ・　場 １月２４日松～２６日捷午前９時～
午後４時３０分（２６日は午後１時まで）・
きらっと
□展示　図工・美術・技術・家庭・書
写を中心にして選択教科や総合的な学
習の時間の作品な

ど

※中学校は都立田無特別支援学校と合
同で作品展を開催します。
※車での来場はご遠慮ください。
◆教育指導課 　保 （札４３８－４０７５）

　中国天津市の小学校高学年児童１０
人、引率大人３人を迎えて、３月８日
～１２日まで、市内家庭でホームステイ
を行うため、受け入れ家庭募集説明会
を開催します。
　申 メールまたはファックスで申し込みを。
　問 ＮＰＯ法人西東京市多文化共生セン
タ－（胃０４２２－５３－５３５０・死 info@ni
mic.jp)
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　図書館では、市内在住者の著作物の
収集、保存、提供に努めています。著作

者ご自身がその専門分野を話します。
　講  小  田  部  家  邦 氏

お た べ いえ くに

（プランクトンウォッチャー）
　定 ５０人（先着順）
　申 １月２０日昇から中央図書館へ電話で。
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　木彫りやオブジェに、花壇づくりの
材料やきのこ栽培のホダ木に利用して
みませんか。希望者には、コースター
用に厚さ約２㎝までに加工します。
□サイズ　幹回り…約１５～１４０㎝・長さ
…９０㎝未満
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　普段見学することのできない企業の
オフィスなどを訪問し、環境への取り
組みについて探ってみましょう。
□訪問企業　①叙損害保険ジャパン 
②イオン叙マックスバリュ田無芝久保店 
③シチズン東京事業所
　定 ２０人（先着順）
　対 市内在住・在学・在勤の方
※昼食はシチズン社員食堂を利用でき
ます（実費）。弁当持参可。
　申 電話・ファックス・メールで１月１５
日昭～２５日掌までに、名前・住所・電
話番号（必須）を添えてエコプラザ西

東京ヘ申し込み
死kankyou@city.nishitokyo.lg.jp
◆エコプラザ西東京
（札４２１－８５８５・胃４２１－８５８６）

　昨年６月から８か月の講習を経て、
合唱の楽しさを学んだ受講生たちがプ
ロヴォーカリストをゲストに迎えて、
ともに学んだ成果を発表します。
□ゲスト　 陣内  大蔵 さん

じんのうち たいぞう

□指揮　　 淡野  保昌 さん
あわの やすまさ

□ピアノ　 鳩野 信二さ
ん

はとの

□曲目　「Ｏｈ　Ｈａｐｐｙ　ｄａｙ」、「Ａｍａｇｉｎｇ　
Ｇｒａｃｅ」、「Ｗｅ　ａｒｅ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ」、「涙そ
うそう」、「翼をください」、「Ｂｅ　Ｌｉｆｔｅｄ
　ｕｐ」、「世界にひとつだけの花」、「ジョ
イフル・ジョイフル」（予定）
　定 ６６２人
　申 １月１５日昭午前１０時からこもれびホー
ルで、チケットを配布（先着順）
　問 保谷こもれびホール（札４２１－１９１９）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　在宅介護の知識と技術を習得。
　対 市内在住で、３日間の全日程に参加
できる方
　定 各２０人（応募多数の場合抽選）
　申 はがきに、希望コース（祁または
係）・住所・氏名・電話番号・「市民介
護講習会希望」を明記し、１月３０日晶
（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
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

2１年1月1日現在、（　）は前月比

総人口/１９万3,546人
 （4増）

外
国
人
登
録

　（４減）３２１５人人口／
　（３減）１４６１人　男　／
　（１減）１７５４人　女　／
　（４減）１８０２人世帯／

住
民
登
録

（ 4 増）１９万３３１人人口／
（10減）９万３８３６人　男　／
（14増）９万６４９５人　女　／
（25増）８万６７２０人世帯／

西東京市ＮＰＯ等企画提案事業
地球温暖化防止キャンペーン第４弾

124穣 午後１時３０分～４時４５分
エコプラザ西東京

文化財防火デー

児童・生徒作品展

西原自然公園
せんてい枝・伐採材の無料配布

2 1擾
午前１０時～午後２時
西原自然公園（東側）
※雨天決行

多摩六都フェア
「初歩からのゴスペル講習」発表コンサート

214穣 午後３時３０分開場、
午後４時開演
保谷こもれびホール

　　　 環境ウォッチング　　　　
「市内のエコ企業を訪ねるバスツアー」

212状 午前９時～午後４時
集合・解散　エコプラザ西東京
※要事前申し込み

大人のための講座「西東京市に住んで半世紀!
ここからのぞき続けたプランクトンの世界」

2 1擾
午後２時～４時（開場１時３０分）
田無公民館
※要事前申し込み

ホストファミリー募集説明会

131擾 午前１１時～正午
イングビル
※要事前申し込み

～冬のエコライフスペシャル～
建展示と体験ブース
　時 ・　場 １月２７日昇～３０日晶 午前１０時～午後４時・エコプラザ西東京
　市内の環境団体の活動を知るまたとない機会です。体験ブースでは、模
型を使った解説や工作コーナーで楽しく環境について学習できます。　定 
体験ブースの工作は各日先着２０人
建特別上映「ホワイト・プラネット」【字幕】フランス・カナダ製作（２００６年）
　時 １月３０日晶 午後７時～８時３０分
　北極に生きる生命の物語。申し込み不要。
□作品提供　ア－ス・ビジョン組織委員会
建小学生環境発表会
　時 ・　場 １月３１日松午後１時３０分～午後４時・エコプラザ西東京
　小学生が作文朗読・研究発表などで、環境に対する思いを発表します。
まっすぐ真剣な気持ちをみんなで聞いてみましょう。
建交流会
　時 ・　場 ２月１日掌 午後３時３０分～５時・コール田無
　軽食付きの交流会。市内環境団体も参加。交流会前に林家ライス・カレ
ー子（漫才師）の環境漫才と石川英輔氏(作家)による講演会があります。
(漫才・講演会は要申し込み。詳細は市報１２月１５日号・１月１日号または環境保
全課まで)
◆環境保全課（札４３８－４０４２・胃４２１－５４１０）
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「今、女と男の未来を考える」

　時 ・　場 ２月２日捷～１３日晶・住吉会館ルピナス

■講演会「家族の未来をみつめて」
～カウンセリングの現場から～
　時 ２月８日掌
午後２時～４時
　講 信田さよ子さ

ん（原宿カウ
ンセリングセンター所長）
■講座　
　時 ２月７日松
①午前１０時～正午
②午後１時～３時
③午後３時１５分～５時１５分
　内 ①「素敵に老後を生きる」
吉武輝子さ

ん（評論家・作家）
②「親から子どもに伝えたい大切なメ
ッセージ～思春期の性とからだ」
　講 関口久志さ

ん（千葉大学・都留文科・
横浜国立大学講師）
③「親が倒れた時～介護保険はどう役
にたつか～」
□報告　相模直子さ

ん（ケアマネジャ

ー）・赤木朋子さ
ん（元ケアワーカー）

□保育希望の方
　対 ・　定 生後６か月以上未就学児・講演
会１５人、講座各５人（先着順）
　申 １月３０日晶までに電話申し込み
■絵手紙づくり体験会（先着３０人）
　時 ２月８日掌午前１１時～午後１時
　講 畠山汐美さ

ん（日本手紙協会専属講師)
■ビデオ放映
　時 ２月７松・８日掌
■展示・作品展
　時 開催期間中　 午前９時～午後１０時
※２月１１日抄を除く
■喫茶コーナー（オープンスペース）
　手作りお菓子、コーヒー、ココアな

ど

★パネル展示参加団体募集中！！
　非営利で男女平等に関して活動して
いる団体。大きさはＡ１版２枚まで。
　申 １月３０日晶まで
◆男女平等推進係（札４３９－００７５）

信田氏

１月１７日は「防災とボランティアの日」

1
19～21浄

午前８時３０分～午後５時１５分
防災センター
※当日直接会場へ

15状16畳

市民介護講習会
祁コース
午前１０時～午後３時
特別養護老人ホーム保谷苑
（栄町３－６－２）

221穣22擾
23条

係コース
午前１０時～午後３時
特別養護老人ホームサンメール尚和
（新町１－１１－２５）

312状14穣
16条


