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場　所行　事　名開　催　日
下郷町大内宿半夏まつり７月２日昭
勝浦市鵜原の大名行列７月２５日松
下郷町湯野上温泉まつり７月２５日松～２６日掌
勝浦市かつうら若潮まつり（花火大会）８月１２日昌
下郷町下郷ふるさと祭“楽しもごう２００９”９月１３日掌
勝浦市勝浦の秋まつり（神輿練り歩き）９月１８日晶～２１日捷

北杜市須玉町須玉甲斐源氏まつり１０月４日掌
勝浦市コスモスフェスタ IN 勝浦１０月１８日掌
勝浦市いんべやぁフェスタ勝浦１１月７日松
下郷町大内宿雪まつり２月１３日松～１４日掌
勝浦市かつうらビッグひな祭り２月２０日松～３月３日昌

　「ポイ捨て・路上喫煙防止地区」（田
無駅周辺）で、マナー啓発・清掃活動
を実施します（ゴミ袋は市で用意）。
※雨天中止（当日午前６時３０分および
午後４時３０分に最終決定します）。
　申 前日までに電話でお申込みを。
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

　申 ・　問 支援センター・ハーモニー（札４５１－６５６６）
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３３）

　市内外で活躍する若いアーティスト
と、オーディションで決まったバンド
も参加します（プレゼントあり）。
□出演　Ｓｏｆｔ　Ｖｏｉｃｅ、雨道、Ｂｅｓｔ　Ｈａｒ
ｍｏｎｙほか
□主催　非核・平和をすすめる西東京
市民の会
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　市内少年野球チームを対象とした野球
教室です。ぜひ、見学に来てください。
□主催　市教育委員会、早稲田大学競技

スポーツセンター、多摩東部少年野球リーグ
□協力　早稲田大学野球部、早稲田大
学準硬式野球部
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　地域での災害時の外国人支援につい
て考えます。
　定 ８０人
　講 田中阿貴さん（多文化共生センター東京）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　時 ・　場 ①６月２８日、②７月２６日、③８
月３０日、④９月２７日、⑤１０月２５日、⑥
１１月２９日（各日曜日）午前９時３０分～
１１時３０分・きらっと
　対 ・　定 市内在住・在勤・在学者（小学
生以上。小学３年生以下は保護者同
伴）・各日３０人
　内 半面…ユニカール（①～⑥）、半面…
バスケットボール（①、②）・ダーツ
（③、④）・ペタンク（⑤、⑥）
　持 室内運動靴、運動ができる服装、タ
オル、飲み物
　申 当日会場にて受付（先着順）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　対 ・　定 市内在住、在勤者・２０人
　内 バドミントンコートで行う初心者で
も楽しめるニュースポーツ　
　持 室内運動靴、運動ができる服装、タ
オル、飲み物
　申 ６月３０日昇までに申込用紙にてスポ
ーツ振興課へファックスまたは直接持
参（申込用紙はスポーツ振興課・きら
っと・スポーツセンターにあります）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

東京都と市区町村によるオリンピック
ムーブメント共同推進事業　

　対 ・　定 市内在住・在勤・在学の中学生
以上の方・１００人（両日とも参加でき
る方）
　講 山本博さ

ん、エリック・ワイナイナさ
ん、

秋山エリカさ
ん（予定）

　申 往復はがき、ファックスまたはEメールに、
氏名、住所、年齢、（学校名・学年）、電
話番号、「オリンピック選手村申込」を明記
し、６月２６日晶（必着）までに〒２０２－
８５５５市役所生活文化課「オリンピック
選手村係」へ（胃４３８－１７６２）
死 bunka@city.nishitokyo.lg.jp
※詳しくはチラシまたは市　HP をご覧ください。
□共催　NPO法人東京オリンピック招致
委員会、東京都東京オリンピック招致本部
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　ＦＣ東京の協力により、ＦＣ東京専
属コーチから直接指導があります。
　対 ①小学３・４年生②小学５・６年生
※１・２年生は、１１月３日抄開催予定。
　問 スポーツセンター（札４２５－０５０５）
※詳細は今号に折り込みのチラシをご
覧ください。
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　対 市内在住、在学の小学３～６年生
　内 ・　定 
①プランクトンを観察しよう・２０人
②熱のおもしろ実験いろいろ・２０人
③ロケット入門・３０人
　申 往復はがきに、講座名、学校名、学
年、氏名（ふりがな）、住所、電話番号、
保護者氏名（ふりがな）を明記し、６
月22日捷までに、教育企画課まで郵送
（応募者多数の場合は抽選）。
　詳細は市　HP をご覧ください。
◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７０）

　対 ・　定 市内在住の小学３年生～高校生・

１００人（応募者多数の場合、抽選。参加
経験のないお子さんを優先）。
　￥ 小学生…９，３００円、中学生以上…
９，７００円※参加費は変更になる場合が
あります。
□コース・定員　下表のとおり

　申 詳しくは６月１５日捷から、各児童
館・児童センター・児童青少年課（田
無庁舎１階）で配布する案内をご覧く
ださい。市の　HP 内にも掲載。
■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」を引き続き募集し
ます。
　申 ６月１６日昇まで受付けます。詳しく
は、６月１日号市報をご覧ください。
　問 みどり児童センター（札４６３－３８２２）
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

　市では毎年、平和記念式典に市民を
派遣しています。
□コース　５日昌：東京駅集合～広島
駅～平和記念資料館～宿、６日昭：式
典参加～市内見学～東京駅解散
　￥ ２万円（小学生とその保護者の場合
は２人で３万円）
　対 ・　定 小学生とその保護者、または中学
生以上の市内在住・在学・在勤者・８人
（応募多数の場合は若い世代を優先）
　申 はがき、電話またはＥメールに、住
所、氏名、年齢、性別、電話番号、市
内在勤・在学の方は勤務先または学校
名を明記し、７月１０日晶（必着）まで
に、〒２０２－８５５５市役所生活文化課「広
島平和の旅」係へ
糸 bunka@city.nishitokyo.lg.jp（件名に
必ず「２１平和の旅」と入れてください）
■事前学習会
　両日とも参加してください。
　時 ・　場 ①７月２３日昭午前１０時・田無庁
舎、②７月３０日昭午前１０時・田無庁舎
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

ポイ捨て・路上喫煙防止
キャンペーン

618状 ①午前７時３０分から②午後５時
３０分から（各１０分前までに集合）
田無駅北口ペデストリアデッキ

講演会
「災害時の外国人支援について」

628擾 午前１０時～正午
コール田無
※当日直接会場へ

ファミリースポーツデー

早稲田大学野球教室

628擾 午前９時～午後３時
早稲田大学東伏見軟式野球場
（雨天中止）

ヤング・ピース・フェスタ

627穣 午後１時～４時
田無駅北口アスタセンターコート
※当日直接会場へ

ミニテニス教室

7 午前９時３０分～１１時３０分
きらっと

2状・
6条・9状

少年サッカー教室

719擾 ①午前９時～１０時３０分
②午前１１時～午後１時
向台運動場ほ

か（雨天中止）

第１回理科・算数だいすき
実験教室

8 1穣
午後１時３０分～午後４時３０分
早稲田大学高等学院

第９回市立児童館キャンプ
～大自然と友だちになろう～

8
6状

山梨県北杜市白州町
尾白の森キャンプ場

4杖～

広島平和の旅
～平和記念式典と原爆ドーム等を見学～

8
6状

　１泊２日
広島県（新幹線利用）

5浄～

21年６月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万４４４４人
 （２５増）

住
民
登
録

（４０増）１９万１１８０人人口／
（２７増）９万４２５０人　男　／
（13増）９万６９３０人　女　／
（74増）８万７５２３世帯／

外
国
人
登
録

　（１５減）３２６４人人口／
　（２減）１４７３人　男　／
　（１３減）１７９１人　女　／
　（１７減）１８０９世帯／

「姉妹都市・友好都市」イベントスケジュール
　皆さん！姉妹都市・友好都市に行ってみませんか？

対象・定員コース名
小学校６年生以上（中高生
優先）・１０人ジュニアコース

小学校４年生以上・４０人テントコース
小学校３年生以上・５０人
（３年生は最大25人まで）

エンジョイ
コース

精神障害のある方を支援する
ボランティア育成講座

626畳 午後２時～４時
田無総合福祉センター
※要事前申込（先着20人）

姉妹都市・友好都市へ泊まろう！姉妹都市・友好都市へ泊まろう！姉妹都市・友好都市へ泊まろう！
３階）、田無庁舎２階・保谷庁舎１階ロビー、
各出張所、市　HP 】より、希望の宿泊施設に直
接連絡し、予約してください。
②予約後、本人確認書類をお持ちになり（印
鑑不要）、生活文化課で契約保養施設利用券
の申請をしてください（電話申請不可）。
③申請内容を確認後、利用券を発行しますの
で、宿泊当日に宿泊施設へ提出してください。
※家族やグループなどで宿泊の場合も、市内
在住者（住民登録、または外国人登録されて
いる方）に限られます。
※利用限度は、１人２泊（１年間）までです。
　詳細は、お問い合わせを。
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　市では、姉妹・友好都市との交流を深めて
いただくよう、それぞれの宿泊施設と契約
し、宿泊料金の一部を助成しています。
◎姉妹都市…福島県南会津郡下郷町
◎友好都市…山梨県北杜市、千葉県勝浦市
※北杜市については、北杜市須玉町にある宿
泊施設でのみ利用可能。
□助成金額（１泊につき）
【旅館】大人（１３歳以上）…１，５００円
　　　  小人（３歳以上１３歳未満）…１，２００円
【民宿ほ

か】大人（１３歳以上）…１，２００円
　　　　  小人（３歳以上１３歳未満）…１，０００円
□利用方法
①契約宿泊施設一覧【生活文化課（保谷庁舎

国際理解ワークショップ
オリンピアンと選手村をつくろう！

7
18穣 午後２時～４時３０分

保谷中学校
5擾・


