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2杯目

平成２２年５月１日現在、（　）は前月比

総人口/19万5,268人
 （360増）

外
国
人
登
録

　（４７増）３,３４１人人口／
　（１５増）１,４５３人　男　／
　（３２増）１,８８８人　女　／
　（４０増）１,８８４世帯／

住
民
登
録

（３１３増）１９万１,９２７人人口／
（１４３増）９万４,４１０人　男　／
（１７０増）９万７,５１７人　女　／
（３７５増）８万８,２８４　世帯／

　多摩六都ビッグバンド養成講座から
誕生したバンドのコンサートです。
□演奏曲　オレンジシャーベット、ブ
ラジルほ

か

□ゲスト　佐藤 允  彦 さん（ピアノ）
まさ ひこ

　問 高松（札４６１－８６６０）　
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

　大気中の二酸化窒素の測定を体験し
ながら、大気汚染問題について学習す
る、体験講座の参加者を募集します。
□事前説明会
　時 ５月１８日昇午前９時３０分　
　場 エコプラザ西東京
□測定日　６月３日昭・４日晶
※測定に使用するカプセルづくりも行
います。　
　申 ５月１７日捷午後４時までに、下記へ
電話。
◆環境保全課　（札４３８－４０４２）

　輸血用血液の確保が厳しい状況が続
いています。ご協力をお願いします。
興ご協力いただける年齢は、１６歳～６４
歳まで（ただし、６０歳～６４歳までの間
に献血の実績がある方は６９歳まで）。
◆健康課 　保 （札４３８－４０２１）

　市では、「非核・平和をすすめる西東
京市民の会」とともに毎年、映画会や
パネル展をはじめ、さまざまな非核・
平和事業を行っています。
　今年度の事業内容・運営方法などに
ついて市民の皆さんと話し合います。
平和事業についてさまざまなプランを
ご提案ください。
　定 ４０人
□主催　非核・平和をすすめる西東京
市民の会／西東京市
◆協働コミュニティ課 　保 （札４３８－４０４６）

　学童クラブをはじめ多彩な子育てプ
ログラムを実施しているＮＰＯ法人子
どもアミーゴ西東京の菊池宇光さんを
お招きします。子どもたちが安心して
暮らせるまちにするために何ができる
のか、一緒に考えてみませんか。
　対 子育て中のママ・パパ、子育て支援
活動団体、ＮＰＯ法人、子育てに興味・
関心をもつ市内在住・在勤の方
　定 １５人（先着順）
　申 電話・ファックス・Ｅメールで、①氏名
（ふりがな）　②住所　③電話番号を明
記し、５月２６日昌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
（札４９７－６９５０・胃４９７－６９５１・
死yumecollabo@ktd.biglobe.ne.jｐ）
◆協働コミュニティ課 　保 （札４３８－４０４６）

　姉妹・友好都市の福島県下郷町・千葉
県勝浦市と山梨県北杜市（須玉町）が観
光ＰＲと特産品の販売を行います。
□特産品　じゅうねん味噌・じゅうね
ん大福・あじのひらき・かつおの角煮・
「おいしい学校」のパンな

ど（予定）
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

　エコ・クッキング市民ナビゲーター
と一緒に採れたて新鮮キャベツを使っ

てエコなお好み焼きを作ります。
□メニュー　エコのみ焼き
　対 ・　定 小学生以上・各回２０人（全１２０
人）（先着順）※小学校低学年以下は保
護者同伴。幼児の試食参加可。
　申 電話・ファックス・Ｅメールで下記へ
◆環境保全課
（札４３８－４０４２・胃４２１－５４１０・
死 kankyou@city.nishitokyo.lg.jp）

　初夏の花菖蒲園と寅さんゆかりの地
を巡る東京故郷ウォーキング！
□コース　田無駅－西日暮里駅－金町
駅下車～しばられ地蔵～水元公園（昼
食・散策・金魚展示会）～矢切の渡し
～柴又帝釈天（京成柴又駅付近）※午
後２時解散予定
【距離：約６㎞、　時間：約１時間３０分】
　対 小学生以上で市内在住・在勤・在学
の方（小学生は保護者同伴）
　定 ８０人（先着順）
　￥ 交通費のみ自己負担（往復１，３００円）
　持 歩きやすい靴・服装、雨具、敷物、
昼食、飲み物な

ど

　申 往復はがきに、参加者全員の住所・
氏名・性別・年齢・電話番号を明記の
うえ、５月３１日捷（必着）までに、〒
２０２－８５５５市役所スポーツ振興課「水
元公園～柴又ウォーキング」係へ
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）　

　地域の子どもたちのために「料理教
室」や「子ども料理検定」などのサポ
ーターをしてみませんか。
　時 ・　内 下表参照
　場 エコプラザ西東京および市内各所
　対 高校生以上（市内在住、在勤者優先）
子どもに食育を伝えたい、食育や料理
に興味のある市民の方
　定 ２０人（先着順）
　￥ ２，０００円（全過程）
　申 往復はがきに、氏名・年齢・住所・連絡
先（電話番号・メール）・応募の動機を明
記のうえ、５月２５日昇までに下記へ。
　問 ワーカーズ・コレクティブちろりん村　
（泉町３－１２－２５パスレル保谷１階・
生活クラブ保育園ぽむ内）
死 chirorinmura@mbn.nifty.com
（保育中のため、できるだけメールで
お問合せください。携帯メール可）
※この事業は、ＮＰＯなどからの企画
提案による市との協働事業です。

◆協働コミュニティ課 　保 （札４３８－４０４６）

内　容日時
こども料理教室について
基本事項（サポートの仕
方とデモンストレーショ
ン）、午後：調理実習

講座
５月３０日掌
午前１０時～
午後３時

子ども料理教室の場で、子
供たちの料理体験を支え
るサポーターの実践

研修

６月６日～
２７日のうち１
～２回実施
予定

子ども料理検定の問題作
成、検定実習、今後の活
動について

講座
７月４日掌
午前１０時～
午後３時

ノーザンシックス・ビッグバンド
ハートフルコンサート２０１０

516擾 午後２時開演
市民会館
※当日直接会場へ

二酸化窒素簡易測定の体験講座

献血のご協力をお願いします！
西東京市献血推進協議会

520状 午前１０時～１１時３０分
午後１時～４時
保谷庁舎正面玄関前

姉妹・友好都市観光物産展

530擾 午前１０時～午後４時
田無駅北口・アスタ２階
センターコート

環境フェスティバルで
エコ・クッキング

6 ①午前１１時２０分～午後0
時２０分　②０時４０分～１時
４０分　③２時～３時

19穣・
20擾

市民体力づくり教室

「水元公園～柴又」ウォーキング

620擾 午前８時：田無駅北口ペ
デストリアンデッキ集合
※雨天順延６月２７日掌

ＮＰＯ等企画提案事業

食育サポーター養成講座参加者募集

平和事業についての話し合い

522穣 午後２時から
イングビル
※当日直接会場へ

ゆめこらぼトークサロン
子どもたちの放課後の居場所を考える

528畳 午後７時～８時３０分
イングビル

市政10周年を祝う郷土のあゆみ   「なつかしの田無・保谷」写真展 NO.1

　平成２３年１月２１日は、西東京市が誕生してから１０回目の
市制記念日です。
　西東京市誕生１０周年記念事業の一環として、田無・保谷
地域の明治から昭和にかけて撮影した、なつかしい写真を
ご紹介します。市　HP でもご覧いただけます。
≪青梅街道と所沢街道の分岐点の標識≫
□撮影場所　田無町１丁目交差点
　
　木製の電柱や、アメリカ軍によ
る占領時代の名残である道路標識
にも時代が感じられる１枚です。
◆秘書広報課 　田 （札４６０－９８０４） １９５４（昭和２９）年ごろ

現在

　台風などによる水害に備え、合同総合水防訓練を行います。近年は、「都市
型水害」による被害が都内でも毎年のように発生しています。
　当日は、市内で発生する水害を想定した訓練を市、西東京消防署、消防団、
防災ボランティアなどが参加して行
います。ご家庭にある身近な資材を
活用した簡易水防工法、消防団による
積土のう工法、消防隊による水没車両
からの救出・救助訓練などを行います。
　内 積土のう工法、連結水のう工法、簡
易水防工法な

ど

※訓練に参加された方には、記念品を
差し上げます。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

煙合同総合水防訓練煙
　時 ５月３０日掌　午前９時３０分～１１時　　場 千駄山広場

消防団による積土のう工法の実演


