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２１年１０月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万４６９３人
 （１２６増）

住
民
登
録

（６８増）１９万１４０２人人口／
（０増）９万４３０５人　男　／
（６８増）９万７０９７人　女　／
（２２増）８万７６４６世帯／

外
国
人
登
録

　（５８増）３２９１人人口／
　（１９増）１４４９人　男　／
　（３９増）１８４２人　女　／
　（５５増）１８１８世帯／

ション競技として、当市と東村山市が
共同開催することが東京都準備委員会
において決定されました。
　市では東京国体開催に向け、今後も
引き続き普及発展に努めていきます。
□参加資格　市内在住・在学・在勤の
方による１０人以上のチーム
①小学生の部
②一般の部（中学生以上６０歳未満）
③高齢者（６０歳以上）・障害者・親子
（チームに小学校１年生～４年生まで
の子供が４人以上）の部
　申 １１月２日捷～１０日昇までに下記へ電
話
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　高齢者を介護している家族の方、介
護に関して知職を身につけたい方、ボ
ランティアとして活動してみたい方の
ための介護講習会です。
　内 在宅介護に必要な基本的知識と技術
の習得
　対 市内在住の方で、３日間の全日程に
参加できる方
　定 ２０人（申込多数の場合は抽選）
　申 はがきに住所・氏名・電話番号・「市
民介護講習会希望」を明記のうえ、１０
月３０日晶（消印有効）までに〒２０２－
８５５５市役所高齢者支援課高齢者サー
ビス係へ郵送
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

①｢九九の計算道具」
②「ジャイロ効果とブーメランの作成」
③「オリーブオイルから石けんを作る」
　対 市内在住・在学の小学生
　定 ①小学２年生以上３０人
　②小学４年生以上２０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
うえ、１０月２２日昭（必着）までに、〒
２０２－８５５５市役所教育企画課へ郵送
（申込者多数の場合は抽選）。
　詳細は、市　HP でご確認ください。
◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７０）

上パフォーマンス、青空市場な
ど

　問 勝浦市観光商工課
（札０４７０ー７３ー６６４１）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　多摩六都を構成する各市の皆さんが
スポーツを通じて相互に交流し、理解
を深めるため、各市から代表が出場し、
日ごろの練習の成果を競い合います。
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　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）
◆子ども家庭支援センター
　（札４２５－３３０３）

　女性に対する暴力をなくす運動週間
にともない、講演会を実施します。
　定 ３０人　
　講 関口久志さ

ん（千葉大学・都留文科大
学・横浜国立大学講師）
　申 １０月１６日晶から下記へ電話（先着順）
□保育
　対 ・　定 生後６か月以上未就学児・１５人
　申 １０月１６日晶～１１月１１日昌までに下記
へ電話（先着順）
◆男女平等推進係（札４３９－００７５）

　ティーボールは、平成２５年に開催さ
れる東京国体の中でのデモンストレー

を実施します（約６㎞・約５時間）。
□コース　八坂駅→野火止用水の散策
道→薬用植物園→こもれびの足湯→玉
川上水駅解散。
　対 市内在住の６０歳以上の方
　定 ３０人（先着順）
　申 １０月１９日捷～２３日晶午後５時まで
に、福祉会館・老人福祉センター・住
吉老人福祉センター・老人憩いの家へ
直接（電話受付は不可）
　持 昼食、水筒、雨具、敷物、タオル、
健康保険証な

ど

◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

　全行程、約１３㎞の歩け歩け会。
□コース　田無庁舎→多摩湖自転車道→
多摩湖→現地解散（午後３時ごろ予定）
　対 青少年と市内在住・在学・在勤の方
（小学３年生以下は、保護者同伴）
　￥ １００円
　持 昼食、水筒、おやつ、雨具、敷物、
帰りの電車賃
　申 児童青少年課（田無庁舎１階）にあ
る申込書に、必要事項を記入し、当日、
集合場所へ持参
□主催　青少年育成会連絡会歩け歩け
実行委員会事務局・内田（札４５８－２２１１）
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

　老人福祉センター茶道講座の発表会
です。一緒にお茶を楽しみませんか。
　講  丑  山  宗  代 先生

うし やま そう だい

◆老人福祉センター（田無町５－５－１２
田無総合福祉センター内・札４６６－１６８０）

　ＮＰＯ法人の会計や税務を基礎から
学びたい方のための講座です。
　内 ＮＰＯ会計の基礎・勘定科目の設定・
帳簿の付け方・設立初年度の会計な

ど

　対 ・　定 市内在住、在勤の市民活動実践
者、興味のある方・２０人
　￥ ５００円（資料代）
　申 電話、Ｅメール、ファックスで、１１
月４日昌までに①氏名（ふりがな）　②
住所　③電話番号　④年齢を明記のう
え、市民協働推進センターゆめこらぼ
「会計講座」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）

　友好都市・千葉県勝浦市で行われるイ
ベントです。「保谷和太鼓会」の皆さんも
参加して、イベントを盛り上げます。
　内 ステージショー、大道芸人による路

　たくさんの絵本や工作で楽しいひと
ときを過ごしませんか？
　対 ・　定 ３歳～小学３年生・４０人
◆保谷駅前図書館（札４２１－３０６０）

　外国人が抱える悩みや、心理相談に
おける通訳ボランティアの態度や心得
をうかがいます。
　定 ６０人
　講  倉  林 るみいさ

ん（精神科医）
くら ばやし

◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　消防団員の活動技術の向上と士気高
揚を図るため、各分団の日頃の訓練の
成果を披露します。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

　プレゼント多数！体験コーナーも。
□主催　アースデーIN西東京実行委員会
　問 同実行委員会・熊田（札４６５－１３２２）
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

　市内に残る貴重なみどりを結ぶコー
ス（約４㎞）を、のんびりと歩きます。
□コース　東伏見駅北口→屋敷林→畑
の道→碧山森緑地保全地域→屋敷林→
エコプラザ西東京解散（正午ごろ予定）
　持 水筒、雨具
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　６０歳以上の方を対象に歩いて見る会

　エコプラザで開催した講座に参加された方が制作された作品・活動内
容を、展示・発表します。
　時 ・　場 
①１１月１４日松、 １５日掌・市民まつり会場内「ごみ減量推進課ブース」
②１２月５日松、６日掌午前９時～午後５時・エコプラザ西東京
□出展品受付　
　今年４月から１０月の間に制作された作品、発表物をお持ちください。
　時 ・　場 １０月２１日昌～１１月３日昇午前９時～午後９時・エコプラザ西東京
※出展作品の返却は１２月６日掌以降になります。

開館１周年記念
                  ハロウィン
 おはなしひろばスペシャルにおいで

1023畳 午後３時３０分～４時３０分
保谷駅前公民館
※当日直接会場へ(先着順）

講演会「外国人が抱える異文化ストレ
スと通訳が抱えるストレスについて」

1024穣 午後２時～４時
田無庁舎
※当日直接会場へ

高齢者のための「歩いて見る会」
～野火止用水に沿って～

1030畳 西武多摩湖線八坂駅
午前１０時集合
※雨天中止

ＮＰＯ法人のための
会計講座（基礎編）

116畳
午後６時４５分～９時１５分
イングビル

多摩六都スポーツ大会

ゲートボール大会

1111浄 午前８時５０分から
（予備日１１月１３日晶）
北原運動場

ティーボール交流大会
参加チーム募集

1115擾 午前８時３０分から
早稲田大学準硬式野球場

第３回　理科・算数
だいすき実験教室

125穣
午後１時３０分～４時30分
早稲田大学高等学院

みどりの散策路めぐり

1025擾 東伏見駅北口午前１０時
集合（当日受付）
※雨天中止

消防団ポンプ操法大会

1025擾 午前８時１５分～正午
千駄山広場
※当日直接会場へ

興エコプラザ　作品発表展・出展品募集

お茶会（立礼席）

115状
午前１０時～午後３時
老人福祉センター
※当日直接会場へ

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♪～

11 午後２時～３時３０分
①のどか広場
②ピッコロ広場

11浄
122浄

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

市民介護講習会

11 午前１０時～午後３時
特別養護老人ホーム・グリーン
ロード（西原町２－２－１１）

27畳～
29擾

第８回「歩け歩け会」

113常
田無庁舎
午前８時２５分集合
※小雨決行

２００９年いんべやぁフェスタ勝浦

117穣
午前９時～午後２時
勝浦中央商店街
（千葉県勝浦市）

「それってデートＤＶ！？」愛と暴力はちがう～
ＤＶに気づき予防・解決するために～

1114穣 午後１時～３時
住吉会館ルピナス

０９'アースデーフェアin西東京
～親子で考えよう！地球温暖化～

1025擾 午前９時～午後４時
エコプラザ西東京
※当日直接会場へ

②12
①


