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平成２１年７月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万４,４１１人
 （３３減）

住
民
登
録

（１１減）１９万１１６９人人口／
（４減）９万４２４６人　男　／
（７減）９万６９２３人　女　／
（１５増）８万７５３８世帯／

外
国
人
登
録

　（２２減）３２４２人人口／
　（１６減）１４５７人　男　／
　（６減）１７８５人　女　／
　（２４減）１７８５世帯／

クムーブメント共同推進事業です。

興障害者水泳教室
①アクアムーブメント
　対 水泳を楽しめる６～１２歳の障害のあ
るお子さん
②田中雅美さ

んと一緒に泳ごう！
　対 ５ｍ以上泳げる６歳以上の障害のあ
る方

興シッティングバレーボール教室
　対 小学生以上（シッティングバレーを
楽しめる方、身体に障害のある方）

興池谷幸雄先生の体操教室
①親子体操教室
　対 小学１～３年生と保護者（ペアでの
申込み）
②ストレッチ＆バランス体操
　対 １６歳以上の成人
　問 スポーツセンター（札４２５－０５０５）
※詳細は今号の市報に折込むチラシを
ご覧ください。
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３３）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

（多文化共生センター東京）
※６月２８日掌実施予定だった講演会を
都合により日程変更しました。ご迷惑
をお掛けしました。
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　地域の課題を自分の手で解決する方
策を探ってみませんか。
　対 ・　定 子育て真っ最中のママ・パパ、
市内で活動中の子育て支援団体、ＮＰ
Ｏ法人、子育てに興味・関心をもつ在
住・在勤・在学の方。子ども連れの参
加も可能（保育あり）・１０人
　申 電話、Eメール、ファックスで、８月
６日昭までに、①氏名（ふりがな）②
住所③電話番号④お子さんの年齢を記
載し、〒１８８－００１２南町５－６－１８イ
ングビル内市民協働推進センターゆめ
こらぼ「トークサロン」係へ
死yumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp
　問 市民協働推進センター
（札４９７－６９５０　胃４９７－６９５１）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　東京都と西東京市によるオリンピッ

　日本大学医学部附属板橋病院精神神
経科の今野千聖先生を講師にお招き
し、当事者・家族・市民を対象に統合
失調症についてお話いただきます。
　定 １００人（先着順）
　問 支援センター・ハーモニー
（札４５１－６５６６）
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３３）

　カラーコーディネートで隠れていた
あなたの魅力を発見しませんか？
　内 ①自分の印象をアップするにはほ

か

②明るく好印象をつくるメイクアップ
カラーほ

か

　講 三津谷千佳代さ
ん（カラーアナリスト）

　対 ・　定 ２回参加できる方・２０人（はじ
めての方を優先）
　申 ７月１５日昌午前９時から下記へ電話
興保育
　対 生後６か月以上の未就学児
　定 １５人（先着順）
　申 ７月１５日昌～１８日松までに下記へ電
話
◆男女平等推進係（札４３９－００７５）

　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

　市と市民組織「まちの美化と安全を
推進する事業市民会議」では、「ポイ捨
て・路上喫煙防止地区」に指定してい
る田無駅周辺で、マナー啓発・清掃活
動を定期的に実施しています。
　内 啓発品（ポケットティッシュ）の配
布と清掃活動
□集合場所　田無駅北口ペデストリア
ンデッキ上
　申 前日までに下記へ電話
※ゴミ袋などは市で用意します。
※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）。
※年間６回を予定（今回は２回目）。
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

　内 腹話術・マジックショー
　定 １００人（当日直接会場へ）
※駐車場には限りがありますので、公
共交通機関をご利用ください。
◆子ども家庭支援センターのどか
（札４２５－３３０３）

ポイ捨て・路上喫煙防止
キャンペーン

716状 午前７時３０分～８時３０分
午後５時３０分～６時３０分
田無駅北口ペデストリアンデッキ

住吉会館ルピナス

１周年記念イベント

719擾 午前１０時～１１時３０分
（開場午前９時３０分）
住吉会館ルピナス

講演会
「災害時の外国人支援について」

726擾 午前１０時～正午
コール田無
※当日直接会場へ

ゆめコラボトークサロン
～ママだからできることがある～

8 7畳
午前１０時～正午
ゆめこらぼ

オリンピックムーブメント

ハーモニー講座
～統合失調症～

こんな時には、どうするの？

725穣 午後１時３０分～３時
市民会館
※当日直接会場へ

問い合わせ申込期限な
ど　日　程種　目

軟式野球連盟事務局
（札４６１－３３５５）

申し込み終了８月２３日掌から軟式野球

伊藤（札４２４－５８８０）８月２３日掌９月２０日掌剣　　道

吉本（札４６５－５８１１）１０月３１日松１１月２２日掌柔　　道

金子（札４６３－９２６７）当日午前１０時まで１０月１１日掌弓　　道

小林（札４６３－１７６７）８月３日捷～９月４日晶９月２７日掌水　　泳

瀧島
（札０９０－９８０７－６７６２）

８月７日晶
８月１６日掌（予備日３０日掌）

ソフトテニス
８月２５日昇（中学生の部）

久保田（札４６２－０８１４）
 小  町  谷 （札４６３－０２７１）
こ まち や

８月２０日昭午後４時９月６日掌（ダブルス戦）
卓　　球

１０月１０日松午後４時１１月８日掌（シングルス戦ほ
か）

尾林（札４６５－４４８８）８月３１日捷１０月１８日掌民踊舞踊

 雲  野 （札４２３－０６３７）
うん の

 姉  松 （札４６３－６３３４）
あね まつ

８月１８日昇９月６日掌（小学生の部）

バドミントン
９月８日昇

９月２７日掌
（壮年・中学生の部）

１０月４日掌（高校・一般の部）

中根（札４６２－１９５６）９月２７日掌１０月２５日掌空　　手

岩崎（札４６３－１４２８）１２月１日昇から先着２０人平成２２年２月１１日昭～１３日松スキー

栗村（札４２２－６３２３）７月３日晶午後４時７月１９日掌陸上競技

岡村（札０９０－８８１６－２５８６）
７月３１日晶午後４時８月２３日掌（一般の部）

バレーボール
８月３日捷午後７時８月３０日掌（家庭婦人の部）

問い合わせ申込期限な
ど　日　程種　目

吉田（札４６１－９１７８）
渡辺（札４２３－９５２１）

斉藤（札０９０－１７６２－１９６０）

８月２２日松午後７時からス
ポーツセンターへ

９月６日掌から（一般の部）
ソフトボール １１月３日抄

（高校生女子の部）
久保田（札０９０－９３４２－１０１１
 瓜  生 （札０８０－５０６４－４９０８）
う りゅう９月３日昭午後４時１０月１８日掌・２５日掌、１１月１

日掌・８日掌・１５日掌
バスケット
ボール

辻（札０９０－１４２０－８３７４）７月２５日松（必着）８月３０日掌からサッカー

 妹  尾 （札４２１－１２９１）
せの お

渡辺（札０４２－３４７－５７３１）
１１月１日掌１１月１５日掌アーチェリー

事務局（札４２１－７０７５）１０月１１日掌１０月２５日掌躰　　道

岡村（札４２２－１２１５）８月１５日松午後３時９月２３日抄少林寺拳法

谷戸（札４２２－４０６１）９月２０日掌１０月３日松（予備日１０日松）
ハイキング

（ラジオ体操）

渋谷（札４２１－１９９８）９月１５日昇午後４時
９月３０日昌

（予備日１０月７日昌）
ゲートボール

中原（札０４２２－５５－１３７４）９月８日昇（必着）
９月２７日掌

（予備日１０月１１日掌）
硬式テニス

中村（札４６２－３８１４）
松尾（札４７３－２６１０）

１０月９日晶１０月１１日掌太極拳

内山（札４２１－４２５９）当日受付１０月１１日掌社交ダンス

 茂  木 （札４２２－５８７８）
もて き

１１月１日掌～２８日松１２月１３日掌ダンススポーツ

桐島（札４２２－２５３７）
西田（札４６１－６６４２）

１０月１日昭１０月１８日掌（予備日２５日掌）
ターゲット
バードゴルフ

西潟（札４６１－７０５８）
新井（札４６４－１４１７）
佐々木（札４２１－３５１４）

１０月１６日晶１１月１日掌（予備日８日掌）
グラウンド
ゴルフ

芝田（札４７８－０３５１）当日正午までに直接会場へ１１月３日抄合気道

平井（札０４２２－５２－１７５５）後日市報にて募集１１月１７日昇ゴルフ

第９回　西東京市総合体育大会 億 主催：西東京市教育委員会　主管：ＮＰＯ法人　西東京市体育協会（〒２０２－００１３　中町１－５－１　西東京市スポーツセンター内）

913擾 ①午前１０時１５分～１１時４５分
②午後１時３０分～３時
スポーツセンター

912穣 ①午前１１時４０分～午後０時２５分
②午後０時４０分～１時１０分
スポーツセンター

王 翁

旭旭旭旭旭旭旭旭旭旭旭旭旭旭旭旭旭旭旭旭旭旭旭旭旭旭旭旭

横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横

殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴

殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴
殴

　夏休み中のイベント情報はもちろん、夏ならではの情報を集めた特集ペー
ジを市の　HP に開設します。
　学ぶ・遊ぶ・トライする…多くの情報を集めています。夏休みの自由研究
に役立つ情報も満載です！夏休みを利用して、「わたしたちのまち」西東京市
でもっと遊ぼう、もっと学ぼう！
◆秘書広報課 　田 （札４６０－９８０４）

（市　HP のトップページにある上記画像をクリックしてお進みください）

興総合開会式
　時 ・　場 ８月２３日掌午前８時３０分から・
スポーツセンター（室内用運動靴持参）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　各種目の申し込み方法などは別表を
ご覧ください。
　また、総合開会式を次のとおり行な
いますので、ご参加ください。

912穣 午後２時１５分～４時
スポーツセンター

カラーコーディネートで
かがやく私に

① 7 午後１時３０分～３時３０分
住吉会館ルピナス
※２回講座

25穣
② 8 1 穣


