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OCT 2010 9ＦＭ西東京（８４．２ＭＨｚ）で、西東京市の「市からのお知らせ」を放送しています。

 「第４回縄文の森の秋まつり」
　下野谷遺跡公園で秋の縄文まつり。復元住居や出土土器
の解説、火おこしや縄文風アクセサリー作りなど、楽しく
てためになる展示ブースや体験コーナーを設けます。
　時 １０月１７日掌午前１０時～午後３時
（雨天時１０月２４日掌に順延）
　場 下野谷遺跡公園
　対 子どもから大人まで

下野谷遺跡公園

 「写真でみる西東京市の今と昔」
　西東京市の今と昔を定点撮影の写真や生活用具の変遷な
どを通してみていきます。なつかしい風景や道具に出会え
るかもしれません。
　時 １０月３０日松～１１月２１日掌午前１０時～午後５時
（入室は４時３０分まで）
　場 郷土資料室（毎週月・火曜日休室）

写真展

 「屋敷林と人々の暮らし」
　屋敷林が残る保谷駅北口。かつて下保谷村では養
蚕や藍玉作りが盛んでした。当時の暮らしをしのびな
がら下保谷の自然と文化財を徒歩で巡ります。
　時 １１月２１日掌午後１時３０分～４時３０分
□集合　保谷駅前公民館
　定 ２０人
　申 往復はがきに、住所・氏名・年齢・電話番号を
明記し、１１月５日晶（消印有効）までに〒２０２－
８５５５市役所社会教育課「文化財めぐり係」へ郵送
（申し込み多数の場合は抽選）。
※はがき１枚で２人まで申込可。
◆社会教育課 　保 
（札４３８－４０７９・死
syakyou@city.nishitokyo.lg.jp）
◆郷土資料室
（札４６７－１１８３※土・日曜日の問い合わせ先）

文化財めぐり

　道路交通規則の一部改正により、平
成２１年７月１日から、１６歳以上の運転
者が安全基準を満たした「幼児２人同
乗用自転車」を運転する場合は、幼児
（６歳未満）２人を同乗させることが
できるようになりました。
　安全で正しい幼児２人同乗用自転車
の利用方法および自転車安全利用教室
を開催します。
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５５）

□送迎バス運行時間　午前８時～午後
５時（保谷庁舎⇔田無庁舎⇔会場）
　申 当日直接会場へ。抽選券付きプログ
ラムを配布します。事前にプログラム
をお持ちの方も、抽選番号を押します
ので、受付までお越しください。
興競技　パン食い競争、バーゲンセー
ルリレー、宝さがし、５００ｍリレー、玉
入れ、大縄跳び、障害物競走、ティー
ボール体験ゲーム、大綱引き
興イベント　保谷和太鼓、キッズチア
ダンス、よさこいソーラン踊り
興チャレンジコーナー　１人後ろ縄跳
び、握力、フラフープ、ストラックア
ウト、バスケットボールフリースロー
興特設コーナー　井口資仁選手グッ
ズ、キックターゲット、ティーボール
体験、ノルディックウォーキング
興模擬店　焼きそば、とん汁、お団子、
フランクフルト、ジュース
興フリーマーケット　約１００店舗
興お楽しみ抽選タイム　プログラムの
抽選番号による大抽選会
　問 市民スポーツまつり実行委員長・菅
野（札４２１－７０７５）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　明治・大正・昭和の市内の駅・道・暮ら
しの情景、昭和１２年～３７年まで東町に
あった「民族学博物館」とその設立の要
であった高橋文太郎さんに関する写真
などを見ることができます。
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　今年は「来て、見て、考えて！環境
にいい暮らし」をテーマに開催します。
興イベント
・参加１２団体活動内容を展示発表
・地産地育のとれたて地場野菜の販売
・郷土の味「団子汁」
・おちゃわんリサイクル（不要食器回収）
・講習会「鍋帽子をつくろう！」（要予約）
・消費生活相談コーナー
興講演会「変化する世界の食と農」
　時 １０月１７日掌午後１時３０分～４時　
　場 住吉会館ルビナス
　定 ６０人
　講 小林和彦さ

ん（東大生態調和農学機構
長）
□企画・運営　消費生活展実行委員会
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

□演目　三浦哲郎「とんかつ」、杉みき
子「雪の一本道」ほ

か

□公演　田無朗読ボランティアの会
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　物語でおなじみの、グリム童話やア
ンデルセンのおはなしを紙しばいで見
てみませんか？
　対 ５歳から（５歳以下は保護者同伴）
□演目　「ながぐつをはいたねこ」「お
おかみと七ひきの子やぎ」ほ

か

□公演　おはなしａｑｕａ（アクア）
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　西東京市の発展と関係の深い西武鉄
道について、その歴史やこれからの展
望など、お話を伺います。
　定 ６０人（先着順）
　講 今尾恵介さ

ん（除日本地図センター客
員研究員、除地図情報センター評議
員、日本国際地図学会評議員）
※地図・地名・鉄道に関する研究と執
筆を続けている。
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

　農業景観散策を通して農業について
学び、野菜栽培農家を訪ね、市内の農
産物について畑で学びましょう。
　内 ①農のある景観散策　②都市型農
業・西東京市産農産物などの説明ほ

か

□コース　東町２丁目周辺の畑→住吉
町１丁目周辺の畑→ひばりが丘駅周辺
　対 小学生以上の市内在住者（小学生は
保護者同伴）
　定 ２０人
　持 飲み物・帽子・歩きやすい服装
　申 往復はがきに、住所・氏名・電話番
号を明記し、１０月１２日昇（必着）まで
に、〒２０２－８５５５市役所産業振興課へ。
※参加者全員の必要事項を記入、代表
者については「代表者」と明記し、返
信用はがきには住所・氏名（代表者名）
を記入。
※申し込みは１枚につき２人まで可。
※応募者多数の場合は、抽選。
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４４）

　悪質商法の被害を防止するために、
消費者教育・啓発の一環として悪質商
法の被害を防止するための講演会を開
催します。
興第一部【講演会】
　講 名越康文さ

ん（精神科医）
興第二部【悪質商法防止啓発創作劇】
「事例で学ぼう！悪質商法」
□出演　イマジンミュージカル
　定 ５０２人（先着順）
※予約不要、入場無料
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

　対 ・　定 市内在住・２０人
　講 富岡 一 さん（うどん愛好家）

はじめ

　￥ ４００円
　持 エプロン、三角巾、ふきん２枚
　申 往復はがきに、住所・氏名（ふりが
な）・年齢・電話番号を明記し、１０月１２
日昇（必着）までに、〒２０２－０００５住
吉町６－１－５消費者センター「手打
ちうどん係」へ郵送
※応募多数の場合は、抽選（初めての
方を優先）。
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

幼児２人同乗用自転車安全教室

106浄
午後２時～４時
西東京いこいの森公園
※当日直接会場へ

第１０回　市民スポーツまつり

1011常 午前９時３０分～午後４時
向台運動場・市民公園グラウンド
※雨天時は隣接の総合体育館

「鉄道と西東京市」講演会

1017擾 午後２時～４時３０分
（午後１時から受付）
きらっと※当日直接会場へ

大人のための朗読の夕べ

1016穣 午後６時３０分～７時４０分
中央図書館
※当日直接会場へ

秋は、本と紙しばい
世界の童話スペシャル！

1016穣 午前１１時～１１時４５分
中央図書館
※当日直接会場へ

市内の農ある風景を
散策してみませんか

1023穣 午前９時～正午
保谷こもれびホール入口
前集合　※雨天決行

悪質商法防止啓発講演会

1023穣 午後１時～４時
（開場午後０時３０分）
市民会館※当日直接会場へ

手打ちうどん講座

1027浄 午前９時～午後１時
消費者センター
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市でもいくつかの事業を企画していますので、ぜひ、ご参加ください。

建エコプラザ親子ひろば
　時  １０月１４日昭
　午前１０時３０分～１１時３０分
　場 エコプラザ西東京
　内 わらべうたなどの親子あそび、絵
本の読み聞かせ、廃材を利用したお
もちゃづくりなど親子で楽しめるひ
とときです。ママには子育てやエコ
ライフに役立つ情報交換の場を提供
します。
　対 ０～３歳の乳幼児（４歳になる年
度の３月まで）とその家族

　定 １０組２０人
　￥ 親子１組・３００円（材料費な

ど）
　持 おむつ、飲み物などお子さんが使
うもの
　申 ・　問 Ｅメールおよびファックスで
ワーカーズ・コレクティブちろりん
村（胃４２５－０７８８・糸chirorinmura@
mbn.nifty.com）
□主催　ワーカーズ・コレクティブ
ちろりん村（エコプラザ西東京登録
団体）
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

  
　「屋敷林とむかしのくらし」
　保谷の庶民が１９６０年代頃まで使っていた民具・
農具を、高橋文太郎が『武蔵保谷村郷土資料』に記
録したものを中心に展示し、一部実演も行います。
　時 １１月３日抄午前１０時～午後３時
（雨天時１１月７日掌に順延）
　場 高橋家（下保谷４－７－４）
　対 子どもから大人まで

第２回民具展示

あらやしき公園
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なつかしの田無・保谷　写真展

10
17

午前１０時～午後６時
きらっと
※当日直接会場へ

13浄～

第１０回　消費生活展

①10 ①午前１０時～午後４時３０分
②午前１０時～午後４時
消費者センター

15畳
②1016穣

名越康文さ
ん


