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　下郷町は、町の中央に渓谷美を誇る大川が流れ、
南東部は山々が連なる自然豊かな町です。大川に
は国の指定天然記念物「塔のへつり」、江戸のた
たずまいを残す「大内宿」などがあり、深山渓谷
には、こんこんと湯の湧き出す湯野上温泉があり
ます。

　北杜市は、八ヶ岳連峰、みずがき山など日本
を代表する美しい山岳景観に囲まれています。
　また、清らかで豊富な水資源、高原性の気候、
歴史的な町並みや滞在型温泉地、高原リゾート
地など、豊かな資源に恵まれた地域です。

※ 宿泊助成については、北杜市須玉町にある宿泊施
設でのみご利用いただけます。

友好都市
友好都市

山梨県

北杜市北杜市

姉妹都市
姉妹都市

福島県南会津郡

下郷町下郷町

　市では、姉妹都市・友好都市との交流を深めて

いただくよう、それぞれの宿泊施設と契約してい

ます。その契約施設に宿泊する場合、宿泊料金の

一部を助成していますので、ぜひご利用ください。

◆文化振興課 ０２（Ｆ438-4040）

　一般市民の皆さん、団体の皆さん
に、市内小・中学校のプールを無料開
放します。

　田無小学校　 けやき小学校

０３  田　無… ７月31日㈯、８月１日㈰・７日㈯・
８日㈰

けやき… ８月14日㈯・15日㈰・21日㈯・
22日㈰・28日㈯・29日㈰

　　　　（総入れ替え制）
　　　午前…10時～正午
　　　午後…１時30分～３時30分
　　　※けやき小学校は、体育棟１階で集合・解散。

０Ｃ 一般市民
０９  午前10時、または午後1時30分までに直接
会場へ

　青嵐中学校

０３  ７月31日㈯、８月１日㈰（総入れ替え制）
　　　午前…10時～正午
　　　午後…１時30分～３時30分　
　　　※校舎１階で集合・解散。

０Ｃ 小学５年生以上の一般市民　
００９  午前10時、または午後１時30分までに直接
会場へ

　田無小学校　 けやき小学校

０３   田　無…７月24日㈯・25日㈰
けやき… ７月31日㈯、８月１日㈰・７日㈯・

８日㈰
　　　午前…10時～正午　
　　　午後…１時30分～３時30分
　　　　（着替えなどの時間を含む）　
０Ｃ 子ども会、自治会、団体活動など

■□利用条件
①利用上の責任は各団体が持つこと。②プール監視員
を各団体の責任で５人以上配置すること。③教育委員
会派遣のプール総括責任者の指示に従うこと。

０９  ７月９日㈮までに直接社会教育課（保谷庁
舎３階）へ

■遵守事項（一般開放、団体開放）
①自転車は所定の場所に止めること。②車での来校は
禁止します。③飲食物を持ち込まないこと。④化粧品
（日焼け止めなどを含む）は落として泳ぐこと。⑤必
ず水着、水泳帽を着用すること。⑥貴金属類ははずし
て泳ぐこと。⑦監視員の指示に従うこと。⑧おむつの
とれた幼児は、幼児２人に対し必ず水着着用の保護者
１人が付き添うこと。⑨介助が必要な方も必ず水着着
用の介護者などが付き添うこと。

 ◆社会教育課　０２（Ｆ438ｰ4079）
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イベントスケジュールイベントスケジュール平成22年度平成22年度姉妹都市

　　　友好都市
姉妹都市

　　　友好都市

※主催者の都合により、変更となる場合があります。詳細は主催者へお問い合わせください。

利用方法
❶  契約宿泊施設一覧〔文化振興課（保谷庁舎３
階）、両庁舎ロビー（田無庁舎２階、保谷庁
舎１階）、各出張所、市Ｅ〕より、直接希望す
る宿泊施設に予約。

❷  予約後、本人確認ができるものを持って、文
化振興課で契約保養施設利用券の申請（電話
申請不可）。

❸  申請内容を確認後、利用券を発行。宿泊当日
に利用券を宿泊施設へ提出。

※ この制度を利用できる方は、家族やグループなどで宿泊
される場合も、市内在住者（住民基本台帳に記録、また
は外国人登録原票に登録されている方）に限られます。

※ 利用限度は、１人２泊（１年間）までです。詳細は、お
問い合わせください。

助成金額（１泊につき）
【旅館】
　大人（13歳以上） ………………………………1,500円
　小人（３歳以上13歳未満） ……………………1,200円
【民宿・その他】 
　大人（13歳以上） ………………………………1,200円
　小人（３歳以上13歳未満） ……………………1,000円

ひまわり畑開 催 日 イベント名 場　所

７月２日（金） 大内宿半夏まつり 下郷町

７月17日（土）～８月22日（日） 海水浴場開設（６海水浴場） 勝浦市

７月24日（土） 鵜原の大名行列 勝浦市

７月下旬 湯野上温泉まつり 下郷町

８月１日（日） 下郷ふるさと祭り〝楽しもごう2010〞 下郷町

８月12日（木） かつうら若潮まつり 勝浦市

開 催 日 イベント名 場　所

９月５日（日） 須玉甲斐源氏まつり 須玉町

９月17日（金）～20日（祝） 勝浦大漁まつり 勝浦市

10月17日（日） コスモスフェスタ　IN　かつうら 勝浦市

11月6日（土） いんべやぁフェスタ勝浦 勝浦市

23年２月12日（土）～13日（日） 大内宿雪まつり 下郷町

23年２月下旬～３月上旬 かつうらビッグひなまつり 勝浦市

夏休みは楽しみがいっぱい!  たくさんの思い出を作り、充実した夏休みを過ごしましょう!夏休みは楽しみがいっぱい!  たくさんの思い出を作り、充実した夏休みを過ごしましょう!

　勝浦市は、水質の良好な海水浴場やリアス式海
岸など風光明媚で自然豊かな市です。産業は、カ
ツオの水揚げで代表される漁業と、日本三大朝市
で、400年の歴史のある「朝市」をはじめ、ビッ
グひな祭りなど年間150万人を超える観光が中心
です。
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房総に海の家を開設！房総に海の家を開設！房総に海の家を開設！

　西東京市勤労者福祉サービスセンターでは、千
葉県勝浦市部原海岸に「海の家」を開設します。

　市内14か所ある児童館・児童センターは、乳幼児から高校生年代までを対象と
した遊び場です。夏休み期間も開館していますので、ぜひご利用ください！

▶ 詳細は、市０Ｅ（キッズページ）をご覧ください。 ◆ 児童青少年課　０１（Ｆ460 ｰ 9843）

■ 民宿『こいづか荘』（Ｆ0470ｰ73ｰ1639）
０４ 勝浦市部原1133（交通機関：JR外房線勝浦駅下車）
■ 宿泊室　６畳　３室
０Ｃ 市内在住者　０５ １泊２食付　6,000円　
※乳幼児は無料（寝具・食事なし）
※市発行の友好都市契約保養施設利用券が使えます。

■ 開設期間　７月１日㈭～８月31日㈫
０９   ①電話でサービスセンターへ予約。②予約後、来所のうえ、「利用申込書」を提出。
③「利用券」を発行。

■ 利用の取消　 利用日の７日前までとし、それ以降は利用料金を返還しません。
０Ａ 勤労者福祉サービスセンター　０２（Ｆ464ｰ1311　内線2897・2898）
 ◆産業振興課  ０２ （Ｆ438 ｰ4041）

　郷土資料室には５つの展示室があり、全国屈指の縄文時代の
大集落であった下野谷遺跡の概要や、鎌倉時代から江戸時代ま
での市内の歴史を紹介しています。また、昔の風景写真も多数
展示しており、夏休みの自由研究に役立つ情報が満載です。

■ 郷土資料室（Ｆ467ｰ1183）
 ０４ 西原総合教育施設２階（西原町4ｰ5ｰ6）

■ 開室日　 毎週水～日曜日　午前10時～午後５時
（入室は４時30分まで）※月・火曜日、年末年始は休み。

　大好評の第３弾！ 市内文化財をまわり、キーワードを探し
出し投票してください。正解者の中から抽選で記念品をプレゼ
ントします。
　詳細は、７月12日㈪から郷土資料室で配布するチラシをご
覧ください。

０３ ７月20日㈫～８月31日㈫　０４ 市内文化財所在地

０３・０４  第１回：７月29日㈭　第２回：８月27日㈮・郷土資
料室　いずれも午後１時30分～４時

０Ｃ・０７  小学生以上・各回15人（先着順）
０９ ７月７日㈬から電話で郷土資料室へ

　国内でほとんど公開されたことのない「ニセハナマオウカマキリ」
のほか、クワガタムシのギネス級サイズの標本展示や、大型ケージに
入って、生きた昆虫と触れ合うこともできます。そのほか、期間中に
特別講演会や標本作り教室も開催します。

０３   ７月17日㈯～８月31日㈫　午前10時～閉館時間（入館は閉館の１時間前まで）
０５ 【展示室券】大人…500円、小人（４歳～高校生）…200円

　夏の星空解説の後、宮沢賢治の不朽の
名作「銀河鉄道の夜」の幻想世界がドー
ムいっぱいに広がります。まるで銀河鉄
道に乗っているような夢の時間を体感し
てください（約50分）。

０３ ７月17日㈯～９月５日㈰

※９月１日㈬～３日㈮を除く。　
　投影スケジュールはお問い合わ
せください。また、投影日は変更に
なる場合があります。

０５  【展示室＋プラネタリウム券】
大人…1,000円
小人（４歳～高校生）…400円

夏の特別企画展夏の特別企画展「ロクト大昆虫展」昆虫
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ショート版

六　都

プラネタリウム

新番組 「銀河鉄道の夜」「銀河鉄道の夜」

　充実した夏を過ごすためのヒントが満載の特設ページです！ 自由研究のテーマ探

しや、身近な街の再発見など使い方は皆さん次第！ まずは「西東京市Ｗｅｂ」へ！

　 ◆秘書広報課  ０１（Ｆ460ｰ9804）

児童館・児童センターに行ってみよう！児童館・児童センターに行ってみよう！児童館・児童センターに行ってみよう！

 ◆社会教育課　０２（Ｆ438-4079）

夏休み教室「自分だけの縄文時代の家を作ろう !」★夏休み教室「自分だけの縄文時代の家を作ろう !」★

実体験版宝探し（トレジャーハンター3）★実体験版宝探し（トレジャーハンター3）★
市のホームページへアクセス! ７月５日月から掲載

◀トップページにある左記の画像を
　クリックしてお進みください。

Ｆ469-6100
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