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　対 ・　定 ３歳以上・１００人
□公演者　人形劇団こぱん
　申 ７月２３日晶午前１０時から谷戸図書館
で整理券を配布（先着順）
◆谷戸図書館（札４２１－４５４５）

　ハンセン病問題を通して、人間の尊
厳を学ぶ機会を提供することを目的に
人権バスハイクを実施します。
　内 ビデオ鑑賞、語り部の講話、館内展示
物の見学および全生園の史跡めぐりなど
　対 ・　定 市内在住の小・中学生の親子・
１５組（先着順）
　申 往復はがきに、①氏名　②住所　③
電話番号を明記のうえ、７月３０日晶
（消印有効）までに、〒２０２－８５５５市役
所協働コミュニティ課へ郵送。
◆協働コミュニティ課 　保 （札４３８－４０４６）

平成２２年７月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万５３５７人
 （７２増）

外
国
人
登
録

　（４減）３３４２人人口／
　（１１増）１４６８人　男　／
　（１５減）１８７４人　女　／
　（２減）１８７７世帯／

住
民
登
録

（７６増）１９万２０１５人人口／
（３５増）９万４４２７人　男　／
（４１増）９万７５８８人　女　／
（３２増）８万８３４２世帯／

８月１日掌

エコプラザ西東エコプラザ西東京京
※来場者の駐車場はありません※来場者の駐車場はありません。。

※当日、地元産の野菜・カステラの販売※当日、地元産の野菜・カステラの販売、、
お茶碗のリサイクルがありますお茶碗のリサイクルがあります。。
◆ごみ減量推進課（◆ごみ減量推進課（札札４３８－４０４３４３８－４０４３））

午前９時～正午前９時～正午午

　対 ①多摩地域在住の小学４～６年生と
保護者の２人１組
②中学生以上の多摩地域在住・在勤・
在学者（なるべく２人１組で参加を）
　定 各日８０人（応募者多数の場合は抽選）
　￥ １人５００円（昼食代）当日徴収。
　申 往復はがきに、参加者全員の①氏名
②年齢（学年）③住所　④電話番号　
⑤携帯電話番号（お持ちの方）　⑥見学
希望日を記入し、各日とも７月２２日昭
（必着）までに、〒１８３－００５２　府中市
新町２－７７－１東京自治会館内　東京
たま広域資源循環組合「見学会」係へ
郵送。
※多摩地域在住でない方は、通勤・通
学先を記入。
　詳細は、下記　HP をご覧ください。
　HP  http://www.tama-junkankumiai.com/
news/details/20100625_01.html
　問 東京たま広域資源循環組合
（札０４２－３８５－５９４７）
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

　紙しばいに描かれた戦争から、平和
について考えてみませんか？
　対 ①３歳から（３歳以下は保護者同伴
にて可）
②保護者とそのお子さん（大人だけの
参加も可）
□演目　「かわいそうなぞう」・「のば
ら」・「嘉代子ざくら」ほ

か

□公演者　みみぃちゃんの紙芝居
おはなしａｑｕａ（アクア）
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　内 ステージショー、YOSAKOIソーラ
ン大会な

ど

　問 下郷町役場事業課産業振興班商工観
光係（札０２４１－６９－１１４４）
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

　被爆による白血病で亡くなられた
佐々木禎子さんの一生を中心に、戦時
下の子ども達の生活などのパネルの展
示と講演会を行います。
興講演会
　時 ８月３日昇午前１０時から
　場 田無庁舎２階
　内 核兵器不拡散防止条約と核兵器廃絶
への願い
　講 西田昭司さ

ん

◆協働コミュニティ課 　保 （札４３８－４０４６）

　場 ①八王子市戸吹清掃工場、二ツ塚処
分場、谷戸沢処分場
②柳泉園組合、二ツ塚処分場、谷戸沢
処分場

　たくさんの絵本や紙芝居など、楽し
いひとときを図書館で過ごしません
か？
　対 ３歳から（３歳以下は保護者同伴可）
□公演者　おはなしａｑｕａ（アクア）
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　市内の小学生がとらえた環境に関す
るポスター、作文を展示する環境展を
開催します。最終日はエコダンスパフ
ォーマンスもあります。
　内 小学生環境ポスター・作文の展示、
エコ工作・環境学習教材体験コーナー
興エコダンス
パフォーマンス　
　時 ７月３１日松午前
１１時～１１時３０分
□協力　エコプラザ
西東京協力員事業
企画チーム、ダンス
サークルk'sパワー
◆環境保全課
（札４３８－４０４２）

夏は海!・夏は山!・夏は紙芝居!  
おはなしスペシャル！

724穣 午前１１時～正午
中央図書館
※当日直接会場へ

　　下郷ふるさと祭り　　
“楽しもごう２０１０”

8 1擾
午前１０時（予定）
福島県下郷町　　　　　
ふるさと公園

「夏休みごみ処分場見学会」
ごみのゆくえを知ろう概

①午前８時３０分立川駅集合
②午前８時３０分東久留米市役
所集合※解散は午後５時（予定）

86畳
819状

①

②

夏休みスペシャル
「紙しばいで見る戦争」

8 7穣
①午前１１時
②午後６時３０分
中央図書館※当日直接会場へ

人形劇公演
“まんまるパンのおはなし”

811浄 午後３時
谷戸公民館

人権バスハイク
「国立ハンセン病資料館見学会」

824杖 正午～午後４時３０分
国立ハンセン病資料館
（集合・解散場所　田無庁舎）

問い合わせ　申込期限な
ど　日　時種　目

切通（札４６７－０６０６）
渡辺（札４２３－９５２１）

斉藤（札０９０－１７６２－１９６０）

８月２１日松午後６時３０分か
ら田無庁舎で申込受付

９月５日掌から
学生女子：１１月３日抄ソフトボール

久保田（札０９０－９３４２－１０１１）
瓜生（札０８０－５０６４－４９０８）９月３日晶午後４時１０月１７日・２４日・３１日

１１月７日・１４日各日曜日
バスケット
ボール

辻（札０９０－１４２０－８３７４）郵送：７月２５日掌（必着）８月２９日掌からサッカー
妹尾（札４２１－１２９１）１１月１日捷１１月１４日掌アーチェリー
躰道協会（札４２１－７０７５）１０月１０日掌１０月２４日掌躰　　道
岡村（札４２２－１２１５）８月１６日捷午後３時９月２３日抄少林寺拳法

谷戸（札４２２－４０６１）９月１日昌
詳細は問い合わせを

１０月２日松
予備日１０月３日掌

ハイキング
（ラジオ体
操会連盟）

渋谷（札４２１－１９９８）９月１５日昌午後４時９月３０日昭
予備日１０月７日昭ゲートボール

中原（札０４２２－５５－１３７４）９月４日松必着９月２６日掌
予備日１０月１０日掌硬式テニス

中村（札４６２－３８１４）
五十嵐（札４２３－５７９５）１０月９日松１０月１０日掌太極拳

内山（札４２１－４１５９）当日午後１時から受付１０月１０日掌社交ダンス

茂木（札４２２－５８７８）１１月１日捷～２５日昭１２月１２日掌ダンススポーツ

黒沢（札４６４－６８５２）
西田（札４６１－６６４２）１０月１日晶１０月１７日掌

予備日１０月２４日掌
ターゲット
バードゴルフ

西潟
（札４６１－７０５８）

（札０９０－６９５２－５０９１）
１０月１９日昇１０月３１日掌

予備日１１月７日掌
グラウンド
ゴルフ

芝田（札４７８－０３５１）当日正午までに会場へ１１月３日抄合気道
平井（札０４２２－５２－１７５５）市報１０月１日号で募集１１月中ゴルフ
石崎（札０９０－９１４４－４２１５）１０月１５日晶１１月６日松ティーボール

※軟式野球、陸上競技は申し込み終了しています。

問い合わせ申込期限な
ど日　時種　目

伊藤（札４２４－５８８０）８月２２日掌９月１９日掌剣　　道
西搭（札４２２－２２２９）１０月３１日掌１１月２１日掌柔　　道
村田（札４２１－２５７５）当日午前１０時まで受付１０月１０日掌弓　　道
小林（札４６３－１７６７）８月２日捷～９月３日晶９月２６日掌水　　泳

瀧島（札０９０－９８０７－６７６２）
下田（札４６２－２２１７）８月１６日捷８月２９日掌

予備日９月５日掌ソフトテニス

久保田（札４６２－０８１４）
小町谷（札４６３－０２７１）

８月２０日晶午後４時９月１２日掌（ダブルス戦）
卓　　球

１０月８日晶午後４時１０月２４日掌（シングルス戦）
尾林（札４６５－４４８８）８月３１日昇１０月１７日掌民踊舞踊

姉松（札４６３－６３３４）
佐藤（札４６９－９１６６）

８月１８日昌９月５日掌（小学生の部）
バドミントン ９月８日昌９月２６日掌（壮年・中学生の部）

９月８日昌１０月３日掌（高校・一般の部）
中根（札４６２－１９５６）１０月５日昇１０月３１日掌空　　手

橋本（札４６７－８２５０）１０月３１日掌１１月２７日松登山
（山岳連盟）

岡村（札０９０－８８１６－２５８６）
７月３０日晶午後４時８月２２日掌（一般の部）

バレーボール
８月２日捷午後７時８月２９日掌（家庭婦人の部）

興総合開会式
　時 ８月２２日掌午前８時３０分から
　場 スポーツセンター
　持 室内用運動靴

　問 ＮＰＯ法人西東京市体育協会
（〒２０２－００１３　中町１－５－１　
スポーツセンター内・札４２５－７０５５）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　各種目の申し込み・問い合わせは、下表をご覧ください。

第１０回 総合体育大第１０回　総合体育大会会

環境展と
エコダンスパフォーマンス

7
31穣

午前１０時～午後９時
（最終日午後７時）
アスタ２階センターコート

26条～

原爆パネル展・講演会

8 午前８時３０分～午後５時
田無庁舎２階ロビー

2条～
6畳

エコダンスパフォーマンス

昨年のイベントの様子


