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２１年５月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万４,４１９人
 （３７２増）

住
民
登
録

（３３４増）１９万１１４０人人口／
（１９５増）９万４２２３人　男　／
（１３９増）９万６９１７人　女　／
（２８５増）８万７４４９世帯／

外
国
人
登
録

　（１９増）３２７９人人口／
　（４増）１４７５人　男　／
　（１５増）１８０４人　女　／
　（１０増）１８２６世帯／

◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　夏休みに中学生を対象とした、プロ
の講師による吹奏楽講座です。
　対 ・　定 市内在住、在学の中学生で、募
集パートの楽器を用意でき、発表会に
参加できる方・６５人程度
　￥ ４，０００円
□募集パート　フルート、クラリネッ
ト（Ｂ♭、バス）、サックス（アルト、
テナー、バリトン）、トランペット、ホ
ルン、トロンボーン、ユーフォニウム、
テューバ、パーカッション
司講習日
　時 ８月２４日捷～２８日晶
午前９時３０分～午後４時３０分
　場 保谷こもれびホール
□練習曲　ブラジルほ

か

司発表会
　時 ・　場 ８月２８日晶午後４時３０分～６時・
保谷こもれびホール
　講  石  井  孝  明 さん（クラリネット奏者・バン

いし い こう めい

ドディレクター・統括講師）
　 雲  井  正  浩 さん（テューバ奏者・バンドデ

くも い まさ ひろ

ィレクター）
　申 はがき、ファックス、Ｅメールに氏
名・住所・電話番号・学校名・学年・
希望パート・経験年数を記入して、６
月３０日昇（必着）までに〒２０２－０００４
下保谷４－８－２８カワウチ楽器「吹奏
楽サマースクール」へ（応募者多数の
場合は、抽選により決定します）。
死summerschool@kawa-net.co.jp
　問 カワウチ楽器
（札４２１－５０２９　胃４２３－０９３５）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　メンデルスゾーン作曲ラウダ・シオ
ンを生誕２００記念として歌う合唱団員
を募集します。
　対 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
　定 女声１５０人、男声５０人
　￥ 一般…１１，０００円、学生…８，０００円
（事前練習はプラス３，０００円、学生
２，０００円）あわせて輸入楽譜代１，４００円
が必要。
司練習日
　時 ・　場 ９月２日～１２月１６日の水曜日　
午後７時～９時３０分（全１９回）※事前
練習を７月１５日から男女各６回実施
（１１月２３日抄・１２月１２日松・１９日松の
午後も練習予定）・ルネこだいらほ

か

□指導　 長  井  則  文 さん・ 安  冨  喜  代  子 さん
なが い のり ふみ やす とみ き よ こ

司発表会
　時 ・　場 １２月２０日掌・ルネこだいら
□共演　東村山交響楽団
□指揮　 天  野  哲 さん

あま の てつ

　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を記入のう
え、６月１日捷～８日捷まで（消印有
効）に、〒１８７－００４１小平市美園町１－
８－５小平市文化振興財団「２００９こだ
いら合唱団」団員募集係へ（先着順）
　問 ２００９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）

を添えて環境保全課へ
死kankyou@city.nishitokyo.lg.jp
◆環境保全課
（札４３８－４０４２　胃４２１－５４１０）

　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

（第一東京弁護士会所属弁護士）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　今年度はプロのオーケストラ団員と
して活躍中の弦楽器演奏者を講師に迎
え、ベートーヴェンの交響曲第７番に
挑戦し、最後にプロのオーケストラ
「東京ニューシティ管弦楽団」と共演
できる講習です。
　対 多摩六都地域に在住・在学・在勤す
る小学生以上で弦楽器経験があり、自
前の楽器・弓で講習に参加できる方（中
学生以下は保護者の方の送迎ができる
方）。
　￥ １５，０００円※途中返還しません。
□募集パート 
①ヴァイオリン（３０人）…経験３年以
上あり、Ａ－ｄｕｒのスケールを３オ
クターブ弾ける方 ②ヴィオラ（１２人）
…経験１年以上ある方 ③チェロ（１２
人）…経験が１年以上ある方 ④コント
ラバス（１０人）…の演奏経験がある方
司講習日
　時 ６月２４日昌～翌年２月１７日昌
（全１７回予定）
□練習曲　ベートーヴェン作曲「交響
曲第７番イ長調作品９２」
　講 東京ニューシティ管弦楽団
司発表会
　時 ２月２０日松
　場 保谷こもれびホール
□共演　東京ニューシティ管弦楽団
　申 所定の応募用紙に記入し、６月１５日
捷までにお申し込みを。※応募者多数
の場合、オーディション選考もあり。
□その他　詳しくは、各公共施設にあ
るチラシ・応募用紙をご覧ください。
　また、チラシ・応募用紙は、市　HP か
らもダウンロードできます。
　問 保谷こもれびホール（札４２１－１９１９）

□特産品　じゅうねん味噌・じゅうね
ん大福・あじのひらき・かつおの角煮・
「おいしい学校」のパンな

ど（予定）
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

　旧田無・保谷市のまちづくりに貢献
しつつも、表舞台に登場することが少
なかった女性たちの歴史を学び、編さ
んしましょう。

　対 ・　定 男女問わず講座終了後、聞き書
き、資料の収集などの活動に参加でき
る方・２０人
　申 電話、ファックスのいずれかで、名
前・住所・電話番号を添えて５月３１日
掌までに下記へ
　問 ＮＰＯ法人生活企画ジェフリー・渡
辺（札４６７－２０８９　胃４６７－２０９６）
※この事業は、ＮＰＯなどからの企画
提案による市との協働事業です。
◆男女平等推進センターパリテ
（札４３９－００７５）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　さまざまな花や植物を使って、毎回
いろいろな季節を感じる作品を作って
みませんか。
　対 市内在住の満６５歳以上で「要支援」・
「要介護」の認定を受けていない方
　定 １５人（多数の場合抽選）
　￥ 各日１，０００円（材料費）
　講 ＮＰＯ法人フラワーセラピー研究会
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電話
番号を明記し、５月２９日晶（必着）ま
でに、〒２０２－８５５５市役所高齢者支援
課地域支援係「フラワーセラピー担当」
へ郵送
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２９）

　環境について、身近なことから学び
たい方におすすめの講座です。修了生
には、市長名の修了証を発行します。
　時 ・　場 右表参照・エコプラザ西東京ほ

か

　対 ・　定 市内在住・在勤・在学の１８歳以
上・２０人（先着順）
　申 電話、ファックス、Ｅメールで、氏
名（ふりがな）・住所・電話番号・年齢

　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
る講座を６月４日昭・５日晶に実施し
ます。希望される方は必ず事前説明会
へ参加してください。測定に使用する
カプセルづくりも行います。
　申 ５月１８日捷午後４時までに、電話で
環境保全課へ
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

　輸血用血液の確保が厳しい状況が続
いていますので、ご協力をお願いしま
す。
※ご協力いただける年齢は、１６歳～６４
歳まで。ただし、６０歳～６４歳までの間
に献血の実績がある方は６９歳まで献血
できます。
◆健康年金課 　保 （札４３８－４０２１）

　認知症サポーターとは、認知症を正
しく理解し、地域で生活している認知
症の方や家族を見守り、自分でできる
範囲で支援する方のことです。認知症
サポーター養成の取り組みは全国的に
展開されています。
　対 市内在住・在勤の方で、認知症サポ
ーター養成講座を受講したことのない
方
　内 認知症について、認知症サポーター
１００万人キャラバンについて、認知症
の方を地域で支えるためには
　申 往復はがきに、住所・年齢・氏名・
電話番号を明記し、５月２５日捷（必着）
までに〒２０２－８５５５　市役所高齢者支
援課地域支援係「認知症サポーター養
成講座」担当へ郵送
※応募者多数の場合、抽選で決定。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２９）

　姉妹・友好都市の福島県下郷町・千葉
県勝浦市と山梨県北杜市（須玉町）が観
光ＰＲと特産品の販売を行います。

ＮＰＯ等企画提案事業

「女性史編さん講座」
～暮らしから社会を変えた女性たちの記録集～

テーマ・講師日時・場所

「地域女性史編さんの意味と効果」・
折井美耶子さ

ん（女性史研究家）
６月１３日松
イングビル

「戦後の女性の歩みと西東京市の女
性」・折井美耶子さ

ん

６月２０日松
イングビル

「聞き書きの方法、資料の集め方」・
石崎昇子さ

ん（武蔵野大学他講師）
６月２７日松
住吉会館ルピナス

「これからの取り組み」・石崎昇子さ
ん

７月４日松
住吉会館ルピナス
※時間はいずれも午後１時３０分～３時30分

花ともっと仲良く…
季節の作品づくり

6 毎月第３火曜日（全４回）
午後１時３０分～３時３０分
住吉老人福祉センター

16杖～
915杖

エコリーダー養成講座（入門編）

テーマ／講師日程

環境問題ってなんだろう？（ワーク
ショップほ

か）／東京都環境学習リー
ダー　前田三郎氏

①６月１７日昌

市内の環境活動を知ろう（環境フェ
スティバル見学・レポート）

②６月２１日掌
～２７日松　

西東京市ってどんなまち？（見学）
／西東京自然を見つめる会代表　中
村賢司氏・ＭｅＣ西東京代表　末光
正忠氏

③７月１５日昌
※予備日７月
22日昌

ごみのゆくえを確かめる（見学・中
間処理施設柳泉園組合）④８月５日昌

企業と環境の関係を知ろう（見学・
シチズン東京事業所ほ

か）
⑤９月２日昌

私たちの生活と環境（ワークショッ
プほ

か）／ＮＰＯ法人環境文明２１共同
代表　藤村コノヱ氏

⑥９月３０日昌

※いずれも午後１時３０分～５時（予定）

講演会「外国人に関わる法律
問題と外国人相談」

530穣 午前１０時～正午
コール田無
※当日直接会場へ

多摩島しょ子ども体験塾

「吹奏楽サマースクール」受講生募集

多摩六都フェア

「オーケストラ体験弦楽器ワー
クショップ」受講生募集

献血のご協力を！
～西東京市献血推進協議会～

529畳 ①午前１０時～１１時４０分
②午後1時～４時
保谷庁舎正面玄関前

認知症サポーター養成講座

529畳 午後２時～３時３０分
保谷駅前公民館

姉妹・友好都市観光物産展

6 7擾
午前１０時～午後４時
田無駅北口アスタセンターコート

多摩六都フェア

２００９こだいら合唱団員募集

二酸化窒素簡易測定体験講座
事前説明会

519杖 午前９時３０分
エコプラザ西東京


