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ジ）にも掲載。
　問 みどり児童センター（札４６３－３８２２）
　保谷柳沢児童館（札４６８－７８９２）
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

　市では毎年、平和記念式典に市民を
派遣しています。
□日程　５日昭：東京駅集合～広島駅
～平和記念資料館～ホテル（到着後、
被爆者の講話）　６日晶：式典参加～市
内見学～東京駅解散
　対 小学生とその保護者、または中学生
以上の市内在住・在学・在勤者
　定 ８人（応募多数の場合は抽選）
　￥ ２万円（小学生とその保護者の場合
は２人で３万円）
　申 はがき、またはＥメールに、住所・
氏名・年齢・性別・電話番号・市内在
勤・在学者は勤務先または学校名を明
記し、７月９日晶（必着）までに、〒
２０２－８５５５市役所協働コミュニティ課
「広島平和の旅」係へ。
死 kyoudou@city.nishitokyo.lg.jp（必
ず件名に「２２平和の旅」と入れてください）
※電話での申し込みも可。
興事前学習会
　平和の旅をより充実したものにする
ために、事前学習会を行います。
　時 ７月２９日昭午前１０時から
　場 イングビル
興広島平和の旅報告会
　平和の旅で学び、感じたことを平和
映画会の当日に報告します。
　時 ・　場 ８月２８日松午後２時・市民会館
◆協働コミュニティ課 　保 （札４３８－４０４６）

い事の差がはげしい子どもと、その家
族・支援者の会です。
　HP  http://decobocokun.web.fc2.com/ind
ex.html
◆協働コミュニティ課 　保 （札４３８－４０４６）

　内 ①プランクトンを観察しよう　②熱
のおもしろ実験いろいろ　③ロケット
入門　④好きな香りを見つけよう
　対 市内在住・在学の小学生
　定 ①１６人（小学３年生以上）　②２０人
（小学３年生以上）　③３０人（小学３年
生以上）　④２０人（小学４年生以上）
　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、６
月２２日昇（必着）までに、〒２０２－８５５５市
役所教育企画課まで郵送。
※申込多数の場合は抽選。
　詳細は市　HP でご覧ください。
◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７０）

　対 市内在住の小学３年生～高校生
　定 １００人（応募者多数の場合は抽選。昨
年度参加していないお子さんを優先）
□コース・対象・定員・参加費

※参加費は変更になる場合があります。
興参加者対象のオリエンテーション
　時 ７月２３日晶午後３時～５時
　場 きらっと
　申 ６月１６日昌から各児童館・児童セン
ター・児童青少年課（田無庁舎１階）
で配布する「参加募集について」をご
覧ください。また、市　HP （キッズペー

午後５時までに申し込み。
□運営協力　
西東京市サッカー協
会、西東京市少年サ
ッカー連盟、ＮＰＯ法
人西東京市体育協会
　問 スポーツセンター　
（札４２５－０５０５）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　対 市内在住・在勤・在学の中学生以上
□募集　２４チーム
□競技種別　一般の部（コート内に男
性１人まで可）
□競技方法　ソフトバレーボール競技
規則に準ずる。
※ただし、男性プレイヤーはローテーシ
ョンで後衛に移った時、前衛でのプレイ
（アタック・ブロック）はできません。
※組み合わせは、大会当日に配布。
※１チーム４～６人の登録。
　申 スポーツ振興課（保谷庁舎３階）また
はきらっとにある申込用紙に、チーム
名・参加者・連絡先を記入し、７月５日
捷（必着）までに、〒２０２－８５５５市役所ス
ポーツ振興課ソフトバレーボール大会
係へ郵送、ファックスまたは直接持参。
◆スポーツ振興課 　保 
（札４３８－４０８１・胃４３８－２０２１）

　親子でコラージュ（雑誌や広告を切
り貼りしてデザイン）とアクリル絵の
具で絵本を作ってみませんか。
　対 市内在住・在学の小・中学生と保護者
　定 ３０人（申込多数の場合、抽選）
　申 ・　問 電話・ファックス・下記　HP より
氏名、年齢（７月３１日現在）、住所、連
絡先（電話番号・メール）、そのほかお
子さんの事で伝えておきたいことを明
記のうえ、６月２５日晶までに、「でこぼ
こ」高島（札・胃４２３－９１４０）へ。
※「でこぼこ」は、出来る事と出来な

　言語的マイノリティーを通訳・翻訳
面で支援する通訳ボランティアの活動
について、お話をうかがいます。
　講演会のあと、通訳・翻訳に関する
ボランティアの募集説明会を行います
（３０分程度）。
　定 ６０人
　講 藤井　美香さ

ん（横浜市国際交流協会）
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

　市内在住小学４年生以下で市内少年
野球チームに所属している方を対象に
行われる野球教室です。
□主催　西東京市、早稲田大学競技ス
ポーツセンター、多摩東部少年野球リーグ
□協力　早稲田大学準硬式野球部
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　もし災害が発生したら、私たちはど
のようなサポートができるのか、地域
での外国人支援について考えます。
　定 ６０人
　講 田村　太郎さ

ん（多文化共生センター東京）
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

　地元のＪリーグクラブＦＣ東京の協
力により、ＦＣ東京専属コーチから直
接指導が受けられます。
　対 第１部…市内在住の小学３・４年生
　第２部…市内在住の小学５・６年生
※１・２年生は、１１月３日抄に開催予定。
□指導　ＦＣ東京普及部コーチングス
タッフ
　持 運動できる服装、サッカーシューズ
（運動靴可）、スネあて、サッカーボー
ル、帽子、飲み物、汗拭きタオル
　申 市内のサッカーチームに所属してい
る方…チームでまとめて申し込み。
チームに所属してない方…スポーツセ
ンター・きらっと・総合体育館で所定
の申込用紙に記入のうえ、７月２日晶

講演会「災害時の外国人支援」
～船橋市での取り組みから～

7 4擾
午後１時～３時
田無公民館
※当日直接会場へ

少年・少女サッカー教室

710穣 第１部　午前９時～１０時３０分
第２部　午前１１時～午後１時
向台運動場ほ

か※雨天中止

ソフトバレーボール大会

719常 午後１時～５時
（受付：午後０時３０分）
きらっと

第１０回児童館キャンプ
～大自然と友だちになろう～

8
5状

２泊３日
山梨県北杜市須玉町
みずがき山リーゼンヒュッテ

3杖～

3杯目

　雨が続き湿度が高まる梅雨は体調を崩しやすい季節で
す。湿気が多いとからだの中にも余分な水分がたまりや
すく、消化不良や食欲不振になり、むくみがでることも
あります。
　今が旬のきゅうりには、カリウムが豊富で体内の余分な
塩分を排出、利尿作用があるほか、むくみにも効果的です。
　旬の食材を食べて、気分も体調もすっきり！蒸し暑い
季節を快適に過ごしましょう！
【旬の食べ物】
きゅうり、とうもろこし、とうがん、オクラ、ニラ、枝
豆、わかめ、新しょうが、みょうが、青じそな

ど

（レシピ提供：管理栄養士　高部美樹）
◆秘書広報課 　田 （札４６０－９８０４）

旬の野菜を食べよう！
～元気は食生活から～

ＮＰＯ等企画提案事業
子ども絵本制作

731穣 午後１時３０分～３時３０分
エコプラザ西東京

参加費対象・定員コース名

７，２００円小学６年生以上（中高生優
先）・１０人

ジュニア
コース

７，２００円小学４年生以上・４０人テント
コース

１２，８００円小学３年生以上・５０人（小
学３年生は最大２５人まで）

エンジョイ
コース

早稲田大学野球教室

627擾 午前９時～午後３時
早稲田大学東伏見準硬式
野球場　※雨天中止

第１回理科・算数だいすき
実験教室～参加者募集！～

731穣 午後１時３０分～４時３０分
早稲田大学高等学院

広島平和の旅 
～平和記念式典と原爆ドーム見学～

8
6畳

1泊２日
広島県（新幹線利用）

5状～

平成２２年６月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万５２８５人
 （１７増）

講演会「地域社会における通訳・
通訳ボランティアについて」
～コーディネートなど運営面の課題～

626穣 午後１時～３時
田無公民館
※当日直接会場へ

昨年のキャンプのようす

■材料（２人分■材料（２人分）） きゅうり…１本、豚肉…１００ｇ、　きゅうり…１本、豚肉…１００ｇ、大大
葉…５枚、みょうが…１本、しょうゆ…小さじ１、酒葉…５枚、みょうが…１本、しょうゆ…小さじ１、酒……
小さじ１、油…適量、塩…少々小さじ１、油…適量、塩…少々 
■作り■作り方方 
①きゅうりと豚肉を細切りにし、豚肉にはしょう①きゅうりと豚肉を細切りにし、豚肉にはしょうゆゆ
と酒を混ぜておく。大葉・みょうがは千切りにすると酒を混ぜておく。大葉・みょうがは千切りにする。。
②熱したフライパンに油②熱したフライパンに油とと
塩ひとつまみをいれて塩ひとつまみをいれてかか
ら、きゅうりを炒めて取ら、きゅうりを炒めて取りり
出す。出す。 
③②のフライパンで豚肉③②のフライパンで豚肉をを
炒め、きゅうりをもどし炒め、きゅうりをもどしてて
さっと炒め合わせる。さっと炒め合わせる。 
④皿に盛り付けてから、④皿に盛り付けてから、みみ
ょうがと大葉を散らすょうがと大葉を散らす。。

きゅうりと豚肉の炒めもの

できあがり！

住
民
登
録

（１２増）１９万１,９３９人人口／
（１８減）９万４,３９２人　男　／
（３０増）９万７,５４７人　女　／
（２６増）８万８,３１０世帯／

外
国
人
登
録

　（５増）３,３４６人人口／
　（４増）１,４５７人　男　／
　（１増）１,８８９人　女　／
　（５減）１,８７９世帯／


