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　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

でご利用ください。
　時 １０月２３日松午後０時１０分～５時
　　　　田無庁舎発（毎時１０分） 保谷こもれびホール着（３０分）　　
　　　　田無庁舎着（０分） 保谷こもれびホール発（４０分）　　　　
※交通事情などにより、発着時間は遅れる場合があります。また、定員を超え
た場合には乗車できませんのでご了承ください。

第十回　西東京市民文化祭第十回　西東京市民文化祭第十回　西東京市民文化祭第十回　西東京市民文化祭
出会い 文化の輪ふれあい

平成２２年１０月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万５,３０５人
 （４２増）

　対 市内在住・在学の小学生
　定 ・　￥ ①小学１年生以上２０人・３００円
②小学４年生以上３２人・６００円
③小学３年生以上３０人・６００円
④小学２年生以上３０人・４００円
⑤小学４年生以上２０人・３００円
　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・付き添い保護者氏名（ふりがな）
を明記のうえ、１０月２２日晶（必着）ま
でに〒２０２－８５５５市役所教育企画課へ
郵送（申込者多数の場合は抽選）
詳細は、市　HP でご確認ください。
◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７０）

（札０９０－７８０５－９０４８）
　HP  http://decobocokun.web.fc2.com/ind
ex.html
◆協働コミュニティ課 　保 （札４３８－４０４６）

①「親子で楽しくコミュニケーション」
②「石けんとカルメ焼きを作ろう」
③「自然のエネルギーを考えよう」
④「九九の計算道具を作ろう」
⑤「ジャイロ効果とブーメランの作成」

□主催　西東京市「子ども樹木博士」を
育てる会（札４６１－１５２８・胃４６１－２３０２）
□共催　東京大学演習林田無試験地、
東大農場・演習林の存続を願う会
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

　ボールと遊ぼう！初心者でも楽しめ
るニュースポーツです。
□募集　１２チーム・個人の参加も可
（個人参加はペアを当日決定）
　対 高校生以上の市内在住、在勤、在学
　内 リーグ戦（参加数により試合数を決定）
　申 所定の申込用紙（きらっと・スポー
ツ振興課で配布）に必要事項を記入し、
１０月２９日晶（必着）までに、〒２０２－
８５５５市役所スポーツ振興課ミニテニ
ス交流会係へ郵送・ファックスまたは
直接持参（胃４３８－２０２１）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　「つまずきのある子が教えてくれる
こと」と題して特別支援教育の現場に
詳しい塩�慶子さん（元市内固定学級
教員）と清瀬特別支援学校教員（元市
内通級学級教員）の植村芳美さんを講
師に招いて事例を交えながら講演して
いただきます。
　対 ・　定 子育てに携わる方・１８２人
　問 「でこぼこ」・金子

　木の幹や葉、花を見て、さわって、
においをかいで、木の名前をおぼえよ
う。木と友達になろう。そして樹木博
士になろう。
□初心者　１０種類の楽しくふれあい体
験コース（小学１～２年生向き）
□初級　２０種類の秋の樹木いろいろ入
門コース（小学３年生以上向き）
□中級　３０種類の樹木の違いを理解す
る博士コース（経験者向き）
　対 ・　定 小学１年生～中学３年生、小学
２年生以下は保護者同伴・２０組
　￥ ３００円（同伴者は無料）
　持 弁当、水筒、ノート、鉛筆
　申 はがき・ファックスで、氏名・住所・
電話番号・学年・希望コース・同伴者
がいる場合は同伴者名を明記し、１１月
５日晶（必着）までに、〒１８８－０００２ 
緑町１－１－８東京大学演習林田無試
験地「西東京市子ども樹木博士を育て
る会」へ。

保谷こもれびホール　１０月２３日松

子ども樹木博士に挑戦しよう概
～第１７回西東京市子ども樹木博士認定会～

117擾
午前９時３０分～午後４時
東京大学演習林田無試験地
※小雨決行

ミニテニス交流会

117擾
午後０時３０分～２時３０分
きらっと

第２回理科・算数だいすき
実験教室

124穣
午後１時３０分～４時３０分
①早稲田大学東伏見キャンパス
②～⑤早大高等学院

　男女平等参画推進本部（内閣府）は、
この期間に「女性に対する暴力をなく
す運動」を実施しています。
　当市でもイベントを開催します。
興パネル展「すてきな２人でいるために」
　時 ・　場 １１月１２日晶～２５日昭・住吉会館
興講演会「デートＤＶ・恋人間での暴
力について考える」
　内 女子大生・女子高校生の５人に１人
が経験しているデートDVの実体と対策
　時 １１月１３日松午後２時～４時
　場 住吉会館
　定 ３０人（先着順）
　講 西山さつきさ

ん（NPO法人レジリエン
ス副代表）　
　申 １０月１５日晶午前９時から右記へ電話
□保育
　対 ・　定 生後６か月以上未就学児・１５人
　申 １０月１５日晶から右記へ電話（先着順）
興「パープルリボンプロジェクト」に

参加してみませんか！
　女性への暴力（ＤＶ）に反対する、意
思を込めて実施します。作品づくりに
ご協力ください。
①パープルリボンづくり
　紫色のリボンを交差させて中央を
ホチキスで留め、リボンを作ります。
②パッチワークづくり
　２０㎝四方の布地（縫いしろは２㎝）に
パープルリボンのモチーフやアップ
リケで縫いつけた作品を募集。
③タペストリ－づくり
　①②で集まったリボン・パッチワークを
約１５０㎝×１５０㎝のタペストリ－に仕上げ
る作業に協力してくださる方を募集。
　作品は「パリテまつり」に展示します。
□材料　リボンやキルトは男女平等
推進センター（住吉会館１階）、各図書
館、一部公民館に用意しています。
◆協働コミュニティ課（札４３９－００７５）

女性に対する暴力をなくす運動週間　１１月１２日～２５日

1113穣 午後２時～４時
コール田無　
※当日、直接会場へ

ＮＰＯ等企画提案事業
「でこぼこ」講演会

～ひとり一人の個性に合わせた子育て�ol.２～

『来て、見て、楽しむ文化の花の輪』オープニングイベント

興メインホール
　時 １０月２３日松午後１時～４時
第一部　器楽、洋舞、合唱、演芸、
大正琴、カラオケ、吟詠
第二部　謡曲、筝曲、朗読、日舞、
民謡、和太鼓
興エントランスホール　「生け花展」
　時 １０月２３日松・２４日掌午前１０時～午
後５時（２４日午後４時まで）
□臨時マイクロバス（無料）の運行
　臨時マイクロバスが田無庁舎と保
谷こもれびホール間を運行しますの

住
民
登
録

（２４減）１９万１,８９８人人口／
（３３減）９万４,３２５人　男　／
（９増）９万７,５７３人　女　／
（４２減）８万８,３２６世帯／

外
国
人
登
録

　（６６増）３,４０７人人口／
　（１９増）１,４８６人　男　／
　（４７増）１,９２１人　女　／
　（５９増）１,９１７世帯／

興コール田無（休館日：月曜日）

写真１０月３０日松～
 億億 １１月３日抄

器楽３０日松

朗読（語り・演劇）３１日掌

演芸１１月３日抄

絵画１１月４日昭～
 億億億億 ７日掌

朗読（朗読劇）６日松

器楽７日掌

興市民会館
大正琴１０月３０日松

生け花展３０日松・３１日掌

民謡３１日掌

日舞１１月１日捷

吟詠、謡曲３日抄

老人福祉センター５日晶

民謡６日松

日舞（民踊）７日掌

興田無公民館
茶会（茶菓代１００円）１０月３０日松

興きらっと
仏像彫刻、押し花、書道、
現代アート

１０月３０日松～
 億億 １１月１日捷

興保谷こもれびホール
オープニングイベント１０月２３日松

着付け、和太鼓２４日掌

合唱、吟詠３０日松

生け花展３０日松・３１日掌

洋舞、謡曲、器楽３１日掌

茶会（茶菓代１００円）
カラオケ、香道１１月３日抄

ロウの花、包装、書道、写真、
七宝焼、折り紙、手芸品、墨絵、
グラスアート

５日晶～７日掌

筝曲６日松

日舞７日掌

興ひばりが丘公民館
水墨画、折り紙、川柳短冊、
生け花展

１０月３０日松～
 億億 １１月１日捷

茶会（茶菓代１００円）３０日松・３１日掌

興柳沢公民館
押し花、写真、絵画、手工芸品、
手編み、障害者（児）作品、木彫
り、手芸品、ワイルドフラワー

１０月３０日松～
 億億 １１月１日捷

興如意輪寺境内

菊花展１１月２日昇～
 億億億億 １５日捷

◆文化振興課 　保 （札４６４－１３１１）
□共催　西東京市民文化祭実行委員会

開催期間　１０月２３日松～１１月１５日捷


