
配布煙シルバー人材センター

No.240

平成22年
（ 2 0 1 0 ） /91

　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 保谷庁舎凡例

　防災関係機関、市民の皆さんととも
に、総合防災訓練を実施します。
　訓練内容などの詳細は、市報８月１５
日号、市　HP をご覧ください。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

　多摩六都ビッグバンド養成講座から
結成された「ノーザンシックス・ビッグ
バンド」の皆さんが参加して、イベントを
盛りあげます。
　内 ステージショー、各種イベントな

ど　
　問 須玉総合支所地域市民課
（札０５５１－４２－１４３１）
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

　高齢者の歩行中および自転車乗用中
の交通事故防止を目的とした交通安全
教室とイベントを開催します。
　定 ５００人（先着順）
　問 田無警察署交通総務係
（札４６７－０１１０　内線４１１２）　　　　
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５５）

　二輪車の事故防止を目的にバイクス
クールを実施します。
※参加希望の方は、バイクでお越しく
ださい。
　問 田無自動車教習所（札４６１－７１１１）
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５５）

　秋の交通安全運動が９月２１日昇～３０
日昭まで実施されます。
　秋の交通安全運動期間前に、運転者
講習会にご参加ください。　
　問 西東京市交通安全協会・清水
（札４６１－２２１０）
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５５）

　地域情報紙「スマイルタウン通信」
の編集長・谷隆一さんを囲んで、身近
でホットな情報のとらえ方など、語り
合ってみませんか。
　対 市内在住・在勤者
　定 １０人（先着順）
　申 電話・ファックス・Ｅメールで、氏名
（ふりがな）・住所・電話番号を明記し、
９月２０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
（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）

　農作業を通し、食について学ぶた
め、野菜作りを体験しましょう。
　日程は作物の生育状況により変更と
なる場合があります。
　内 水菜・カブなどの種蒔きと収穫
　対 ・　定 市内在住の親子・２０組
　持 帽子・飲み物・タオル・汚れてもよ
い服装
　申 往復はがきに、住所・参加者の氏名・
電話番号を明記し、９月１０日晶（必着）
までに、〒２０２－８５５５市役所産業振興
課へ郵送（応募者多数の場合は、抽選）
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４４）

　ピースウォークを通じて、核兵器や
戦争、そして平和について一緒に考え
ましょう。
□コース（徒歩とバス）　田無庁舎→保
谷庁舎→丸木美術館→道の駅（昼食）
→吉見百穴→保谷庁舎→田無庁舎
　対 市内在住・在勤・在学者

　定 ３０人（申込多数の場合は抽選）
　￥ １，２００円程度（施設入場料）
※昼食は各自で持参または道の駅で。
　申 往復はがきに、住所・氏名・年齢・
電話番号・市内在住でない在学・在勤
者は学校名または勤務先・希望する集
合場所（田無庁舎または保谷庁舎）を
明記し、９月１７日晶（必着）までに、
〒２０２－８５５５市役所協働コミュニティ
課「ピースウォーク係」へ郵送。
※はがき１枚で４人まで申し込み可。
□主催　非核・平和をすすめる西東京
市民の会
◆協働コミュニティ課 　保 （札４３８－４０４６）

　圏域住民の貴重な財産といえる水と
緑の豊かな自然を再発見し、自然を慈
しむ心を育む機会として、ウォーキン
グコースを歩きます。
□コース　久米川駅南口→八坂駅前→
九道の辻→野火止緑地→ガーデニング
緑道→東大和駅→都立薬用植物園（昼
食・見学）→玉川上水駅→解散（午後
３時ごろ予定）
※解散後、近くに無料の足湯がありま
すのでご利用いただけます。
　定 １００人
　持 弁当・飲み物・雨具な

ど

　申 往復はがきに、参加希望者全員の氏
名・住所・年齢・電話番号を明記し、
９月１５日昌（必着）までに、〒２０２－
８５５５市役所みどり公園課へ郵送（応募
者多数の場合は抽選）。
※後日、結果および詳細を通知します。
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　体力テストを受けられる方は「骨密
度計」・「血管年齢計」の測定もできます
（午前・午後、各先着１００人）。
　対 小学生以上の市内在住・在勤・在学者
□受付　午前９時３０分～１１時３０分・午
後１時３０分～３時３０分
□種目　握力・上体起こし・長座体前
屈・開眼片足立ち・１０ｍ障害物歩行・
６分間歩行・２０ｍシャトルラン・立ち
幅とび・反復横とびな

ど

※年齢により測定種目が異なります。
　持 室内用運動靴（必ず
持参）、運動の出来る
服装・タオル・飲み物
◆スポーツ振興課 　保 
　（札４３８－４０８１）

　より多くの音楽に出会える場とし
て、また２１世紀の音楽文化の担い手で
ある若手音楽家の発表の場として、フ
レッシュコンサートを開催します。
□出演　オーディションで選ばれた若
手音楽家１０組
□曲目　クラリネットとピアノのため
のソナタ
　申 ９月１５日昌から、入場整理券を企画
政策課（田無庁舎３階）、総合案内（保
谷庁舎１階）、各公民館で配布します。
　問 東村山市中央公民館
（札０４２－３９５－７５１１）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　１０回目を迎えた小学生のサッカー大
会を開催します。
　西東京市サッカー協会に所属してい
ないチームは、申し込みが必要です。
　時 １０月１７日掌・２４日掌、１１月３日抄・
７日掌・１４日掌
　場 市民公園グラウンド・ひばりが丘運
動場・保谷小学校
　対 市内在住・在学・在クラブの小学５・
６年生で構成されたチームで、審判員
２人以上、大会運営委員１人以上を選
出できるチーム
　申 ９月２４日晶までに所定の申込用紙で、
スポーツセンター内ＮＰＯ法人西東京市
体育協会事務局（札４２５－７０５５　月～金
曜日午前９時～午後４時）へ直接持参。
■代表者会議・組合せ抽選会
　時 １０月８日晶午後７時から
　場 スポーツセンター
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

■１０月３日掌の「りさいくる市」
フリーマーケット出店者募集
□出店資格　市内在住のリサイクルに
関心のある個人・団体で成人の方（業
としている方は除く）
　場 エコプラザ西東京
□募集区画　４５区画
　申 往復はがきに、住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・年齢・参加人数・出店
物（衣類・雑貨な

ど）を明記し、９月１
日昌～１０日晶（消印有効）までに、〒
２０２－００１１泉町３－１２－３５エコプラザ
西東京内ごみ減量推進課へ郵送（１世
帯１通に限ります。申込多数の場合は
抽選）。
※飲食物・動植物などの販売不可。
※出店場所の選択不可。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

９月５日掌

田無庁舎市民広田無庁舎市民広場場
※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

バイクスクール

912擾 午前８時３０分～正午
田無自動車教習所
※当日直接会場へ

トークサロン
「地域のイキイキ情報、
編集長大いに語る」

922浄 午後７時～８時３０分
イングビルゆめこらぼ

交通安全のつどい

910畳 午後１時から
市民会館
※当日直接会場へ

市民体力テスト

103擾 きらっと
※当日直接会場へ

第１７回
多摩六都フレッシュコンサート

1017擾 午後２時（１時３０分開場）
東村山市立中央公民館ホール
※お車でのご来場はご遠慮ください。

総合防災訓練
知識　行動　連携～災害に強いまちづくり～
Go Ahead Nishitokyo 2010

9 5擾
午前９時～正午
谷戸小学校
西東京いこいの森公園

友好都市
「須玉甲斐源氏祭り」

9 5擾
午前１１時３０分から
須玉ふれあい館広場
(山梨県北杜市須玉町）

ピースウォーク
～丸木美術館・吉見百穴を見学～

102穣
午前９時～午後５時（予定）
集合：午前９時田無庁舎１階ロビー
　　　午前９時２０分保谷庁舎玄関前

第１０回少年サッカー大会
参加チーム募集

声の広報をお届けしています 知り合いの方でご希望の方がいらっしゃいましたら
谷戸図書館（札４２１－４５４５）へお問い合わせください

多摩六都課題共有事業
「第８回水と緑ウォッチングウォーク」

102穣
集合：午前９時久米川駅南口
出発：午前９時３０分
※雨天決行

運転者講習会

①9 午後７時から
①市民会館
②保谷こもれびホール

15浄
②917畳

親子で野菜作りにチャレンジ！

9 午前９時～正午
本橋さんの畑（栄町）
※雨天決行

26擾・
1120穣

昨年の防災訓練のようす

昨年行われたウォッチングウォークのようす


