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　申 １０月１０日松までに、市民文化祭実行
員会筝曲の部・鈴木（札４６２－８２４１）
へ（詳細は申込先へお問い合わせを）
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

□対象試合　Ｊリーグディビジョン１
第３１節「ＦＣ東京」対「浦和レッズ」
　対 市内在住の小学生親子ペア
　定 １５０組３００人
□席種　ホーム自由席
　申 往復はがきで①親子の氏名・子ども
の学年②住所③電話番号、返信面に①
氏名②郵便番号、住所を明記し、１０月
１０日松（必着）までに、〒２０２－００１３
中町１－５－１　スポーツセンター
「ＡＪＩＮＯＭＯＴＯ　Ｄａｙ　親子
観戦ご招待」係へ（申込多数の場合は
抽選）
※お子さんお１人１通に限る。
※当選発表　当選落選に関わらず、申
込者全員に返信します。
□チケット引き換え　１０月２０日昇以
降、スポーツセンターで、返信はがき
と引き換え。申込本人がお越しくださ
い。
　問 スポーツセンター（札４２５－０５０５　
午前９時～午後１０時）
※個人情報は招待チケットの受け渡し
にのみ使用します。
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　10月は認知症についての普及啓発
活動を行います。キャンペーンの一環
として、講演会・イベントを開催しま
すので、ぜひご参加ください。
　日程などの詳細は、１０月１日号の市
報でご案内します。
興認知症講演会 
　講  指  田 　純先生（指田医院　院長）

さし だ

興イベント　脳いきいき・ウォーキング
興認知症についてのパネル展示
興市内８か所の地域包括支援センター
にて認知症に関する展示
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２９）

　内 紙芝居とは何か？紙芝居の演じ方・
紙芝居を演じてみよう（発表会）ほ

か

　講 菊池　好江氏
（紙芝居を演じる会ひょうしぎ所属）
　対 現在、紙芝居を演じる活動をしてい
る方で、３回通して参加できる方。
（市内在住者優先・保育なし）
　定 ２０人（申し込み多数の場合は、抽選）
　申 ９月１６日昌～２７日掌の間に、直接各
図書館へ。
◆中央図書館（札４６５―０８２３）

　多摩北部都市広域行政圏協議会（小
平市・東村山市・清瀬市・東久留米市・
西東京市）では、共同事業として「多
摩六都フェア」を展開しています。よ
り多くの音楽に出会える場として、ま
た２１世紀の音楽文化の担い手である若
手音楽家の発表の場として、フレッシ
ュコンサートを開催します。
□出演　オーディションで選ばれた若
手音楽家
□曲目　クロイツェル第１楽章ほ

か

　申 入場整理券は、９月１５日昇から、企
画政策課（田無庁舎３階）、総合案内
（保谷庁舎１階）、各公民館で配布し
ます（入場整理券は、先着順）。
　問 東村山市中央公民館
（札０４２－３９５－７５１１）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　市民文化祭の筝曲の部では、一般の
方々の参加による演奏を企画しまし
た。お筝などは用意しますので、お気
軽にご参加ください（初心者可）。
□演奏曲　子ども用「チューリップ」、
初級用「さくら」、中級用「かさじぞう」
□練習日　１０月２３日晶、３０日晶
□発表日　１０月３１日松
　場 保谷こもれびホール

上。小学校３年生以下は保護者同伴）
　定 各日３０人
　持 室内運動靴、運動ができる服装、タ
オル、飲み物
　申 当日直接会場へ（先着順）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　市内の中学生が薬物乱用防止を訴え
るポスター・標語を書きました。
　“人生を無駄にしないで”との願いを
込めた作品です。
□主催　東京都薬物乱用防止推進西東
京市地区協議会
◆健康年金課 　保 （札４３８－４０２１）

　～今こそ、パワーアップ！！～
　定 ３０人　
　講 川端　純四郎さ

ん（大学元教員・経済評
論家）
　申 ９月１６日昌午前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 ９月１６日昌～３０日昌までに下記へ電話
◆男女平等推進係（札４３９－００７５）

□公演　田無朗読ボランティアの会
□演目　 大佛 次郎「スイッチョねこ」、

おさらぎ

あまんきみこ「こがねの舟」、小泉八雲
「 夢  応 の 鯉  魚 」ほ

か

む おう り ぎょ

◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　友好都市・山梨県北杜市須玉町で「須
玉甲斐源氏祭り」が開催されます。
　今回も、多摩六都ビッグバンド養成
講座から結成された「ノーザンシック
ス・ビッグバンド」の皆さんが参加し
て、イベントを盛り上げます。
　内 ステージショー、各種イベントな

ど

　問 須玉総合支所地域振興課
（札０５５１－４２－１４３１）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　秋の全国交通安全運動が９月２１日捷
～３０日昌実施されます。
『運動の基本』
○高齢者の交通事故防止
『運動の重点』
○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗
用中の交通事故防止
○全ての座席のシートベルトとチャイ
ルドシートの正しい着用の徹底
○飲酒運転の根絶
○二輪車の交通事故防止
　問 田無警察署
（札４６７－０１１０　内線４１１２）
興運転者講習会開催のお知らせ

　内 警察官による講話・ビデオ上映
　問 西東京市交通安全協会・清水
（札４６１－２２１０）
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５５）

　市民協働推進センターゆめこらぼで
は、市民活動団体同士が協働する関係
をつくり、課題解決や活動するための
お手伝いをしていきます。２回目の今
回はＮＰＯ法人アジア植林友好協会の
久喜伸晃さんに活動事例と今後の展望
を話していただきます。
　対 市内市民活動団体、市内ＮＰＯ法
人、市民活動に興味・関心をもつ在住・
在勤・在学の方
　申 電話・ファックス・Ｅメールで、①
団体名・氏名（ふりがな）②住所③電
話番号を明記し、９月１７日昭までに市
民協働推進センターゆめこらぼ「市民
活動ネットワーク」係へ
　問 市民協働推進センター
（札４９７－６９５０　胃４９７－６９５１
死yumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　子供から高齢の方まで、気軽に楽し
めるニュースポーツにチャレンジして
みませんか？
　時 ①９月２７日②１０月２５日③１１月２９日
各日曜日午前９時３０分～１１時３０分
　場 きらっと
　内 半面…ユニカール（①～③）
　半面…ダーツ（①）・ペタンク（②・③）
　対 市内在住・在勤・在学者（小学生以

 秋の全国交通安全運動 
 ～やさしさが　走るこの街　この道路～

①保谷こもれびホール
②市民会館
いずれも午後７時

916浄
18畳

①

②

西東京市民活動
ネットワーク会議

918畳 午後７時～９時
イングビル

ファミリースポーツデー

かしこくなろう！！
報道見る目・読む力講座

103穣
午前１０時～正午
住吉会館ルピナス

大人のための朗読の夕べ

103穣
午後６時３０分～７時４５分
中央図書館
※当日、直接会場へ

友好都市
「須玉甲斐源氏祭り」

104擾
午前１１時から
須玉ふれあい館広場
（山梨県北杜市須玉町）

薬物乱用防止
ポスター・標語展

9 午前８時３０分～午後５時
（初日は正午から、最終
日は３時まで）田無庁舎

28条～
101状

みて！きいて！演じてみよう！
紙芝居～紙芝居入門講座～

10 午前１０時～正午
（最終日午後０時３０分まで）
中央図書館

16畳
23畳　30畳

第１６回多摩六都
フレッシュコンサート

1018擾 午後２時～４時３０分
（開場１時３０分）
東村山市立中央公民館

第９回市民文化祭
「 筝  曲 の部」に参加しませんか！

そう きょく

認知症を知る１か月キャンペーン
いつまでも知的好奇心～認知症予防と介護

ＦＣ東京
「ＡＪＩＮＯＭＯＴＯ　Ｄａｙ」
　親子ペアでご招待！

118擾
午後３時キックオフ
味の素スタジアム

興ごみ処理施設見学バスツアー
　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日の出町に
ある焼却灰のエコセメント化、埋め立て状況などが見学できる二ツ塚最終
処分場を見学します。
　時 １０月２７日昇午前９時～午後４時３０分
（※９月２９日の予定を変更しました）
　対 市内在住、在勤、在学の大人
　定 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
　持 昼食
　申 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、10月8
日昭までに下記へ（申込受付中）

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

平成２１年９月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万４５６７人
 （１２９増）

住
民
登
録

（１３６増）１９万１３３４人人口／
（８３増）９万４３０５人　男　／
（５３増）９万７０２９人　女　／
（７３増）８万７６２４世帯／

外
国
人
登
録

　（7減）３２３３人人口／
　（１１減）１４３０人　男　／
　（４増）１８０３人　女　／
　（８減）１７６３世帯／


