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凡例 　時 日時　　場 場所　　内 内容　　対 対象　　定 定員　　講 講師　　￥ 料金　　持 持ち物　　締 締切　　申 申し込み　　問 問い合わせ　　HP ホームページ　胃ファックス　糸メール　　田 田無庁舎 　保 保谷庁舎

　時 ９月２７日掌午前９時３０分～午後３時
③講座名「“あそボラ”実践：遊びの楽
習（学習）とトレーニング」
　時 １０月１１日掌午前９時３０分～午後３時
　場 いずれも田無児童館
　対 ・　定 原則として、高校生以上の市内
在住・在学・在勤の方・３０人（先着順）
　申 Ｅメール・電話・ファックスで、各
講座の５日前までに、希望講座名・住
所・氏名・年齢・電話番号を明記し、
下記児童館へ
　問 田無児童館（札・胃４６２－６２３７）
死 jidoukan@city.nishitokyo.lg.jp
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

①「好きな香りを見つけよう」
②  「自然のエネルギーを考えよう」
③「イオンで電気を認識しよう」
　対 市内在住・在学の小学生
　定 ①小学４年生以上２０人
　②小学３年生以上３０人
　③小学５年生以上４０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）を明記の上、
８月２４日捷（必着）までに〒２０２－８５５５
市役所教育企画課へ
（応募者多数の場合、抽選）
　その他詳細は、市　HP でご確認ください。
◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７０）

　初めてパパ・ママになる方たちが友
達になったり、先輩パパ・ママからの
体験談を聞いたり、実際の赤ちゃんに
も会ってみませんか？
　対 妊婦さんとパートナーの方
　申 開催日の前日午後４時までに各広場
へ電話
　問 のどか広場
（札４２５－１２２１）
　ピッコロ広場
（札４６８－３８０３）　
午前１１時～午後４時
◆子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）

　対 ・　定 幼稚園在園児および市内在住の
未就学児の保護者・６００人
　講  徳  田  克  己 先生（筑波大学大学院教授）

とく だ かつ み

◇保育　
　対 ・　定 １歳以上就学前の乳幼児・２５人
　持 飲み物、お菓子
　申 往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・
電話番号・お子さんの氏名（ふりがな）・年
齢を明記し、８月２１日晶（消印有効）まで
に、〒２０２－０００５住吉町６－１５－６住吉
会館「子ども家庭支援センター」へ
※返信面には、応募者本人の住所・氏
名を記入(応募者多数の場合、抽選)
□共催　私立幼稚園連絡協議会
◆子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）

　児童館では、子ども達と関わる大人
のための「あそボラ（子どもと遊ぶボ
ランティア）養成講座」を開催します。
　連続講座ですが、単独講座の受講も
可能です。全日程参加された方には、
「西東京あそボラ養成講座」修了証を
お渡しします。
①講座名「いま求められている“あそ
ボラ”とは」
　時 ９月１３日掌午前９時３０分～午後３時
②講座名「“あそボラ”企画のノウハウ」

　育児や仕事に追われて忙しいパパ・
ママ、気功・整体＆コミュニケーショ
ン術で自分らしさを取り戻しましょ
う。
　講 大沼もと子さ

ん

　定 ２０人（２回参加できる方）先着順
　申 ８月１７日捷午前９時から下記へ電話
◇保育
　対 生後６か月以上の未就学児
　定 １５人（先着順）
　申 ８月１７日捷～３１日捷までに下記へ電
話
◆男女平等推進係（札４３９－００７５）

「つなげる～人　地域　まち～備える力
ＰＲＥＰＡＲＥ　ＮＩＳＨＩＴＯＫＹＯ　２００９」
　市では、防災関係機関および市民の
皆さんと一緒に総合防災訓練を実施し
ます。
　訓練内容などの詳細は、市報９月１
日号でお知らせします。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

　認知症になっても安心して暮らし続
けるためには地域での見守り、ちょっ
とした手助けが必要です。　　　　　
　まずは、認知症とは何か、基本的な
ところから学んでみませんか？
興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。
　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。
　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
　定 ４０人（応募者多数の場合、抽選）
　申 往復はがきに、住所、年齢、氏名、
電話番号を明記し、９月３日昭（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
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２９）

　吹奏楽講習を受けた市内の中学生に
よる演奏会です。
□演奏曲　ブラジル、2001年宇宙の旅
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　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。
　定 ４０人（先着順）
□公演者　みみぃちゃんの紙芝居
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　戦争により孤児となった幼い兄妹
が、防空壕の中で平和を願いながら精
いっぱい生きた姿を描いた、 野  坂  昭  如 

の さか あき ゆき

さんの同名小説を実写映画化。
□出演　 吉  武  怜  朗 さん、 畠  山  彩  菜 さん、松

よし たけ れ お はたけ やま り な

坂慶子さ
ん

□監督　 日  向  寺  太  郎 さん
ひゅ うが じ た ろう

※広島平和の旅報告会も同時に予定し
ています。
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　今年も高齢者福祉大会を開催しま
す。ぜひご参加ください。
□第一部　公演　「お笑い長寿寄席」
（ 桂  宮  治 さん、 松  乃  家  扇  鶴 さん、 桂  伸  治 さん）

かつら みや じ まつ の や せん つる かつら しん じ

□第二部　演芸　（各老人クラブ）
　対 市内在住の６０歳以上の方
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

平成２１年８月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万４４３８人
 （２７増）

住
民
登
録

（２９増）１９万１１９８人人口／
（２４減）９万４２２２人　男　／
（５３増）９万６９７６人　女　／
（１３増）８万７５５１世帯／

外
国
人
登
録

　（２減）３２４０人人口／
　（１６減）１４４１人　男　／
　（１４増）１７９９人　女　／
　（１４減）１７７１世帯／

夏休み　わくわくドキドキ
紙芝居スペシャル！

829穣 午前１１時～１１時４５分
中央図書館
※当日直接会場へ

プレイリーダー養成事業

「あそボラ養成講座」 ＜お詫びと訂正＞
　市報７月１５日号８面で掲載した「第９回西
東京市総合体育大会」の日程および申込期限
について、都合により下記のとおり変更しました。
□バレーボール（家庭婦人の部）
日程：（誤）８月３０日掌（正）１０月１１日掌
□ソフトテニス（中学生の部）
日程：（誤）８月２５日昇
（正）後日、市　HP でお知らせします
申込期限：（誤）８月７日晶
（正）後日、市　HP でお知らせします
　問 ＮＰＯ法人西東京市体育協会事務局
（札４２５－７０５５）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

気功・整体＆コミュニケーション
～自分らしく力を抜いていこうよ！～

9 午前１０時～正午
住吉会館ルピナス
※２回講座

5穣
912穣

夏休み平和映画祭

「火垂るの墓」

829穣 午後２時上映（１時３０分開場）
市民会館
※当日直接会場へ

子育て支援講演会

「カウンセラーが教える
心が強い子どもにする秘訣」

911畳 午前１０時～１１時３０分
保谷こもれびホール
※当日直接会場へ

第２回
理科・算数だいすき実験教室

103穣
午後１時３０分～４時３０分
早稲田大学高等学院

　市のごみとプラスチックを処理している中間処理施設および二ツ塚最終
処分場で焼却灰のエコセメント化、埋め立て状況などを見学します。
　時 ９月２９日昇　午前９時～午後４時
　対 ・　定 市内在住、在勤、在学の大人・３０人（先着順）※１０人以上で実施
□集合・解散　保谷庁舎前ロータリー
　申 ８月１８日昇午前９時から、電話・ファックス・Ｅメールで名前・住所・
電話番号・年齢を明記し、エコプラザ西東京へ　

　問 エコプラザ西東京
（札４２１－８５８５　胃４２１－８５８６　糸 ecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp）

ごみ処理施設見学バスツアー

はじめてパパ・ママになるあなたへ～
子育て広場に来てみませんか辞～

9 午後２時～３時３０分
のどか広場(９月９日）
ピッコロ広場（１０月7日）

9浄
107浄

多摩島しょ子ども体験塾

吹奏楽サマースクール発表会

828畳 午後４時開演
保谷こもれびホール
※当日直接会場へ

第９回高齢者福祉大会

9 3状
午前１０時～午後４時
保谷こもれびホール
※当日直接会場へ

総合防災訓練

9 6擾
午前９時～正午
保谷小学校
※当日直接会場へ

認知症サポーター養成講座

9 9浄
午後２時～３時３０分
東伏見コミュニティセンター

「火垂るの墓」


