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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

－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）

　対 市内在住の６０歳以上で、２日間とも
参加できる方
　定 ３０人（応募多数の場合は抽選）
　講  岡  部 

おか べ

 智  美 さん（スポーツインストラクター）
さと み

　申 往復はがきに、教室名・住所・氏名
（ふりがな）・年齢・電話番号を明記し、
１月２２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「棒体操教室」担当へ郵送。
※抽選結果は、返信はがきで通知
□協力　老人クラブ連合会女性部
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

□指揮　内藤彰さ
ん（東京ニューシティ

管弦楽団音楽監督・常任指揮者）
□ゲスト　東京ニューシティ管弦楽団
□曲目　ベートーヴェン作曲「交響曲
第７番イ長調作品９２」、ヴィヴァルディ
四季より「春」、バルトーク「ルーマニア
民俗舞曲」、ヘンデル「水上の音楽より
第２組曲」（予定）
　定 ６６２人
　申 １月２１日昭午前１０時から保谷こもれ
びホールで、チケットを配布（先着順）
　問 保谷こもれびホール（札４２１－１９１９）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

平成２２年１月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万４７２４人
 （２７増）

住
民
登
録

（３９増）１９万１４２１人人口／
（１５減）９万４２５７人　男　／
（５４増）９万７１６４人　女　／
（１０減）８万７６４５世帯／

外
国
人
登
録

　（１２減）３３０３人人口／
　（４減）１４６０人　男　／
　（８減）１８４３人　女　／
　（１増）１８３０世帯／

電話番号を明記し、１月２８日昭までに
市民協働推進センターゆめこらぼ「大
名刺交換会」係へ
　問 市民協働推進センターゆめこらぼ
（札４９７－６９５０・胃４９７－６９５１・
死 yumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp）、
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　木彫りやオブジェに、あるいは、花
壇づくりの材料やきのこ栽培のホダ木
に利用してみませんか　（サイズ：幹回
り約１５㎝～１４０㎝、長さ９０㎝未満）。
　希望の方には、コースター用として
厚さ２㎝程度に加工します。
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　内 在宅介護に必要な基本的知識と技術
の習得
　対 ・　定 市内在住で、全日程に参加でき
る方・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、
１月２９日晶（消印有効）までに、〒２０２

氏名（ふりがな）　②住所　③電話番号
　④年齢を明記し、１月２５日捷までに
市民協働推進センターゆめこらぼ「協
働を考えるシンポジウム」係へ
　問 市民協働推進センターゆめこらぼ
（札４９７－６９５０・胃４９７－６９５１・
死 yumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　対 ・　定 市内在住・在勤・在学の国際交流
に興味・関心をもつ方・１０人（先着順）
　講 山辺真理子さ

ん（ＮＰＯ法人西東京市
多文化共生センター）
　申 電話・ファックス・Eメールで、①
氏名（ふりがな）②住所　③電話番号
　④年齢を明記し、１月２５日捷までに
市民協働推進センターゆめこらぼ「ト
ークサロン」係へ
　問 市民協働推進センターゆめこらぼ
（札４９７－６９５０・胃４９７－６９５１・
死 yumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　定 各回とも①親子参加（市内在住１０組・
その他５組）②大人のみ見学参加１０人
　講 柴崎恵理子さ

ん・鈴木典子さ
ん（保谷わ

らべうたの会）
　申 １月１６日松午前１０時～２８日昭までに
保谷駅前図書館へ（先着順）
◆保谷駅前図書館（札４２１－３０６０）

　人々や団体同士の出会いにより、新
たな発見や協働の創出を目指します。
　対 市内を活動の中心とする市民活動団
体、ＮＰＯ法人、企業、市内在住・在
勤・在学の協働に関心のある方
　定 ６０人（先着順）
　￥ ２００円（お茶代）
　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

　オープニングセレモニーを２０日昌午
後５時以降に予定しています。
　問 東久留米市企画調整課
（札０４２－４７０－７７０２）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　創作意欲に満ちあふれた豊かな表現
力が発揮された作品が展示されます。
興小学校児童作品展
　時 ・　場 １月２９日晶～２月１日捷午前９
時１０分～午後４時３０分（初日２９日晶は
午後６時～７時３０分、最終日１日捷は
午後２時３０分まで）・きらっと
興中学校生徒作品展
　時 ・　場 １月２３日松～２４日掌午前９時～
午後４時３０分、２５日捷午前９時～午後
０時３０分・きらっと
　内 図工・美術・技術・家庭・書写な

ど

※中学校は都立田無特別支援学校と合
同で作品展を開催します。
※車での来場はご遠慮ください。
◆教育指導課 　保 （札４３８－４０７５）

　ＮＰＯ・企業・市民・行政などが協
働を推進するために何が必要なのかを
考えるシンポジウムです。
　対 ・　定 市内在住、在勤、在学の協働に
関心のある方・５０人（先着順）
　講 安藤雄太さ

ん（東京ボランティア・市民
活動センターアドバイザー）
　申 電話・ファックス・Eメールで、①

ゆめこらぼトークサロン
国際交流編

128状 午後７時～８時３０分
イングビル

楽しいね！親子で
わらべうた・手遊び

130穣 午前１１時～正午（１・２歳児対象）
午後１時３０分～２時３０分（３歳児
対象）／保谷駅前公民館

　市民の皆さんと一緒に、防災に関する知識向上を目的
とした「防災フェア」を東京ガスと合同で実施します。
　被災地では何が起こり、何が必要とされるのか？
　災害の脅威を知り、「一人一人」が、そして「地域」が、
備えなければならない事を「見て」・「聞いて」・「考え
て」みませんか！
興防災講演会（午後１時３０分～４時３０分・開場１時）
「家庭と地域の自主防災～目からうろこの防災・危機
管理」
　内 災害の脅威および被災地・被災者の状況について、
「現場の目」が皆さんに伝えます。
　講 山村武彦さ

ん（防災アドバイザー：国内、国外の災害現
地調査は１２０回以上。防災・危機管理対策の第一人者）

協働を考えるシンポジウム

127浄 午後２時～５時
保谷庁舎

児童・生徒作品展

　時 ２月６日松・７日掌　午後１時３０分～３時３０分
　内 リサイクル素材を使った自由な発想の創作（２日間の連続講座）　
　対 ・　定 市内在住、在学の４歳～小学３年生とその保護者・１５組
　講  石  井  希  代  子 さん（環境教育企画コーディネーター）

いし い き よ こ

□協力　武蔵野大学環境学科「レッジョ武蔵野プロジェクト」
　申 １月１９日昇午前９時から、電話・ファックス・Ｅメールで氏名・住所・
電話番号・年齢を添えて下記へ（先着順）
　問 エコプラザ西東京
（札４２１－８５８５・胃４２１－８５８６・糸 ecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp）

第９回リサイクルアートスペース　「にょきにょきワークショップ」
　～レッジョ教育ｉｎ西東京～

ゆめこらぼ　大名刺交換会

130穣 午後２時３０分～４時３０分
コール田無

多摩六都フェア
「弦楽器ワークショップ」

発表コンサート

221擾 開場：午後２時３０分
開演：３時
保谷こもれびホール

　時 １月２０日昌　午後１時～４時３０分　　　場 保谷こもれびホール・保谷庁舎 ◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

興防災関係機関展示コーナー（午後１時～４時
３０分）
　内 日ごろから、家庭や職場で知っておきたい防災対
策について、各機関が展示コーナーを設置し、説明
をします。
興みんなで体験コーナー（午後２時～４時）
①地震体験コーナー
　内 「グラッ！そのとき！」起震車
による地震の揺れを体験
②救助体験コーナー
　内 はしご車に搭乗し、災害現場か
らの救助を体験
　対 ・　定 小学生以下・８０人（先着順）

ピーポ君

③乗馬体験コーナー　
　内 騎馬隊員の方と一緒に乗馬を体験
　対 小学３年生以下・１００人（先着順）
④スマイル写真撮影コーナー
　みんなの人気者「ピーポ君」と「キュータ君」
がやってきます！（カメラをお持ちください）
※②・③は、午後１時４５分から、保
谷こもれびホール正面入口前で、
整理券を配布（１人各１枚）。入
場無料です。
　なお、雨天の場合、一部中止・
変更があります。

キュータ君

合同防災フェア　　～家族や地域を守るために、一緒に考えてみませんか？～

多摩六都フェア
第４回　ぴゅああーと展

1 ２０日昌午後４時～５時
２１日昭・２２日晶午前１０時～午後５時
東久留米市役所

20浄～
22畳

市民介護講習会

2 午前９時３０分～午後３時
特別養護老人ホーム・フロー
ラ田無（向台町２－１６－２２）

15条～
17浄

高齢者のための「棒体操教室」

2 午後１時３０分～３時
老人福祉センター（田無
総合福祉センター内）

18状・
25状西原自然公園

せんてい枝・伐採材の無料配布

2 1条
午前１０時～午後２時
西原自然公園東側入口
（雨天決行）


