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21年４月１日現在、（　）は前月比

総人口/19万4066人
 （650増）

住
民
登
録

（５９１増）１９万０８０６人人口／
（２４８増）９万４０２８人　男　／
（３４３増）９万６７７８人　女　／
（４８３増）８万７１６４世帯／

外
国
人
登
録

　（５９増）３２６０人人口／
　（１６増）１４７１人　男　／
　（４３増）１７８９人　女　／
　（３６増）１８１６世帯／

　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１８人（９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
材補助経費は主催者が支給します。
　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・保護者名と性別を記入し、押印の
うえ、５月１３日昌（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
議会事務局へ
※協議会　HP からも応募可能。
□主催　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 を
ご覧ください。
　HP http://www/nucfreejapan.com
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　主な内容は、出店・パレード・野外
演芸などを予定しています（各参加者
募集については、７月１５日号以降の市
報でお知らせします）。
～市民まつり応援スタッフ募集～
　市民まつりは、市民の皆さんで組織
されている実行委員会が、企画・準備・
運営などをしています。実行委員と一
緒に市民まつりを盛り上げていただけ
る応援スタッフを募集します。
　対 市内在住、在勤で１８歳以上の意欲を
もって取り組む方
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電話
番号を明記し、５月８日晶（必着）ま
でに、〒２０２－８５５５市役所生活文化課
内「西東京市民まつり実行委員会事務
局」へ郵送（電話申し込みも可）
◆西東京市民まつり実行委員会
　生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

※この事業は、ＮＰＯ等からの企画提
案による市との協働事業です。
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　若い世代が音楽を通じて平和の大切
さを伝えるヤングピースフェスタ。昨
年出演したSoft Voice、Best Harmony、
雨道に加えて出演者を募集します。
　対 ・　定 ①市内を中心に活動しているグ
ループまたは個人②平和をイメージし
た歌や演奏をしたい方③使用楽器を会
場まで持ち込みできる方（使用楽器に
は一部制限あり）④オーディションに
参加できる方・３組程度
　申 はがき、Ｅメールまたはファックス
に、（グループ名）・（代表者）氏名・住
所・電話番号・曲名（２０分以内）・応募
の動機を明記し、５月２２日晶（消印有
効）までに、〒２０２－８５５５市役所生活文
化課「ヤングピースフェスタ出演者募
集」係へ（Ｅメールの場合は、件名に
「２１ヤングピースフェスタ」と入れて
ください）
興オーディション
　時 ６月５日晶午後７時
　場 コール田無
※詳しくは市　HP またはお問い合わせを。
死bunka@city.nishitokyo.lg.jp
◆生活文化課
　 　保 （札４３８－４０４０　胃４３８－１７６２）

　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
を深めるために、長崎で被爆地の様子
や被爆者を親子で取材しませんか。

　いろいろな紙芝居のはじまりはじま
り！ぜひお越しください。
　内 ①幼児向け紙芝居
　②５歳以上向け紙芝居
　定 各回先着４０人
□公演者　みみぃちゃんの紙芝居
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　場 谷戸公民館学習室
　内 おはなしとは何か？お話の選び方・
覚え方、さあ、語ってみましょう（発
表会）ほ

か。
　講 服部雅子氏（もぐらの会）
　定 ２０人（４回通して参加できる方、市
内在住者優先。保育なし）
　￥ ３００円（テキスト代）
　申 ４月１５日昌～２１日昇までに下記へ電
話でお申込みください。
　問 倉内（札胃４６１－５８３５）
天野（札０９０－１８０３－６７３４）
□共催　もぐらの会
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　「子どもたちに伝えていきたい日本
の食文化」をテーマに、献立の検討か
ら子ども料理体験教室での研修を行い
ます。夏休みごろには、サポーターが
考案した内容で、子ども食育検定“し
ぇふ検定”の実施を予定しています。　
　対 高校生以上（市内在住、在勤者優先）
　定 ２０人
　￥ ２，０００円

　問 ワーカーズ・コレクティブちろりん村
死seikatsu-club.hoikuen-pom@nifty.com

　丹精こめて手入れしている庭を期間
を定めて一般市民に公開するオープン
ガーデン。昨年登録した公開庭の多く
が４～５月末にかけて花盛りを迎えま
す。公開場所も増え、連休をはさんで
オープンガーデン巡りに絶好のシーズ
ンです。ぜひお出かけください！
□ガイドブック改定版配付場所
情報公開コーナー（両庁舎１階）、公民
館、図書館、市民協働推進センターゆ
めこらぼ

～オープンガーデン庭主第２次募集～
□募集期間　４月１５日昌～５月１５日晶
（消印有効）
　申 自薦他薦は問いませんが、他薦の場
合は必ず庭主の了承を得てください。
公開する庭の写真２～３枚と近辺の地
図を封筒に「公開希望」と記載し、〒
１８８－００１１田無町４－２１－８－１０３小
山田勇治あてへ郵送。
※現場を確認し、連絡します。場合に
より登録をお断りすることがあります
のでご了承ください。
　問 ＮＰＯ法人西東京花の会・小山田
（札４６７－４６２８）
※この事業は、ＮＰＯ等からの企画提
案による市との協働事業です。
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

建事業者の方へ　環境報告書・情報募集
　エコプラザ西東京は環境情報発信拠点です。
　館内の環境学習コーナーでは、事業者の環境活動を市民の方へ紹
介しています。環境報告書・ＣＳＲ報告書や環境配慮型商品をお持ち
の事業者の方は、エコプラザ西東京へ資料をお送りください。
　また、市民の方もおすすめの環境情報やご自身でお持ちの情報
がありましたら、ぜひエコプラザ西東京へお寄せください。
□提出方法　郵送・Ｅメールまたは直接持参でエコプラザ西東京
へ。郵送持参の場合は、資料を２部お送りください。

オープンガーデンは今が花盛り
～庭主２次募集～

子ども料理サポーター養成講座

内容日時・場所

食育一般論、こども料理に
ついて基本事項（講義とデ
モンストレーション）、献
立作成

５月１７日掌
午前１０時～午後３
時・パスレル保谷

講
座

講座で立案した献立の調理
実習、検定問題の作成

５月３１日掌
午前１０時～午後３
時・パスレル保谷

調
理
実
習

子ども料理の場で、子どもた
ちの体験を支えるサポーター
の実践をします（１日）。

６～７月
午前9時～午後3時

研
修

　問 エコプラザ西東京（〒２０２ー００１１ 泉町３－１２－３５
札４２１－８５８５　胃４２１－８５８６　糸 kankyou@city.nishitokyo.lg.jp）

長崎で平和の取材
「親子記者」募集！

8
11杖 ３泊４日

長崎県
8穣～

子どもたちにおはなしを
～おはなしボランティア入門講座～

5 毎週木曜日（５月２１日、６月４
日は除く）午前１０時～正午（１１
日は、午後０時３０分まで）

7状～
611状

ヤングピースフェスタ
出演者募集！

627穣 午後１時～４時
田無駅北口アスタセンターコート

第９回市民まつり
開催日決定！

11
15擾 西東京いこいの森公園
14穣～

「防災キャンバス」ができました！＜住吉会館＞

一般公開しているオープンガーデン

子ども読書の日記念
“わくわくドキドキ紙芝居スペシャル！”

425穣 ①午前１１時～１１時２０分
②１１時２５分～１１時４５分
中央図書館　※直接会場へ

西 東 京 注注注注注注注注注注注目目目目目目目目目目目いいいいいいいいいいちちちちちちちちちちばばばばばばばばばばいちばんんんんんんんんんんんvol.14

　住吉会館ルピナスの広場に設置した防災備
蓄倉庫の壁面に、「防災キャンバス」ができあ
がりました。これは、住吉小学校５年生が
「防災」をテーマにして描いた絵をラッピン
グしたものです。
　身近な場所で、身近な方と、災害への備え
を考える「防災ポイント」として、ぜひ一度
見にきてください。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

昨年のイベントのようす


