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平成２２年１１月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万５,２４９人
 （５６減）

住
民
登
録

（９減）１９万１,８８９人人口／
（８増）９万４,３３３人　男　／
（１７減）９万７,５５６人　女　／
（１６減）８万８,３１０世帯／

外
国
人
登
録

　（４７減）３,３６０人人口／
　（３３減）１,４５３人　男　／
　（１４減）１,９０７人　女　／
　（２１減）１,８９６世帯／

興田無町役場（田無町３－８）
　昭和７年（１９３２年）４月１日

　いつもとは違う、ちょっぴり長いお
はなしひろばに参加しませんか？
　対 ・　定 ３歳から・４０人（先着順）
◆保谷駅前図書館（札４２１－３０６０）

　いまどきの葬式事情を知り、どうす
れば自分らしい葬式ができるかを考え
てみませんか。
※葬式の説明会ではありません。
　対 市内在住・在勤者
　定 １０人（先着順）
　講  有  馬  将  由 さん（ＮＰＯ法人たま市民葬

あり ま のぶ ゆき

こらぼ）
　申 電話・ファックス・Ｅメールで、①氏
名（ふりがな）　②住所　③電話番号を
明記し、１１月２３日昇までに市民協働推

進センターゆめこらぼ「トークサロン」
係へ（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）

　子育てでのつまずきや悩みを良い方
向に導けるように、経験豊かなカウン
セラーと一緒に考えていきます。
　対 得意なこと、不得意なことに大きく
差がある３歳～１５歳のお子さんを育て
ている保護者
　定 １０人（先着順）
　講  井  手  籠  栄  理  子 さん（えじそんくらぶ東

い で ごもり え り こ

京代表）
　申 ・　問 電話・ファックスで、①住所　
②氏名　③お子さんの年齢　④伝えて
おきたい事を明記し、１１月２０日松まで
に「でこぼこ」池谷へ（札・胃４３９－５２６３）
　HP http://decobocokun.web.fc2.com/ind
ex.html
◆協働コミュニティ課 　保 （札４３８－４０４６）

　定 ２０人
　講 豊永ひとみさ

ん（「エクラアニマル」代
表）
　申 ・　問 電話・ファックス・Ｅメールで
①住所　②氏名　③企業名・団体名　
④連絡先を明記し、１１月２９日捷までに
市民協働推進センターゆめこらぼ「企
業懇談会」係へ
（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）

　障害者週間に伴い、市内障害者団体
の活動内容や作品を展示します。ま
た、障害者施設に通う方たちの手作り
品を販売します。
□手作り品の販売
　クッキー、アロマキャンドル、クリ
スマスの飾り、ビーズアクセサリー、
手さげバック、ストラップ、パウンド
ケーキ、ポプリ、しぼり染めタオルな

ど

◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３３）

　地域相談支援の実践例などについて
の講演です（手話通訳あり）。
　定 ７０人
　講 中島秀夫さ

ん（滋賀県甲賀地域ネット
相談サポートセンター所長・日本相談
支援専門員協会事務局長・滋賀県障害
者自立支援協議会事務局長）
　申 事前に電話またはファックスで下記
へ（車いす利用の有無もお伝えください）
◆障害福祉課 　保 
（札４３８－４０３３・胃４２３－４３２１）

　内 りんごのケーキ・ミルククレープ

　対 ・　定 市内在住者・２０人
　講 やじまあつこさ

ん（料理研究家）
　￥ ５００円
　持 エプロン、三角巾、ふきん２枚
　申 往復はがきに、①住所　②氏名（ふ
りがな）③年齢　④電話番号を記入の
うえ、１１月２４日昌（必着）までに、〒
２０２－０００５住吉町６－１－５消費者セ
ンターへ郵送（応募多数の場合は抽選。
初めての方優先）
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

　市内在住の伝統職人の方に「伊勢型
紙」の技を学び、オリジナルの年賀状
を作ってみませんか。
　対 ・　定 小学３年生以上・２０人（先着順）
　￥ ２００円（当日徴収）
　持 はがき
　申 １１月１７日昌から電話で郷土資料室へ
（札４６７ー１１８３　※月・火曜日は除く）
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

　フライパンを使って簡単にできる料
理で、親子で楽しくエコを体験しま
す。この事業は、社会福祉協議会の補
助金を受けて実施します。
□メニュー　旬のりんごを使った簡単
ケーキ、残った食材で中華まん
　対 ・　定 ５歳～小学６年生（未就学児は
親同伴）・２０人
　講 やじまあつこさ

ん（料理研究家）
　￥ １人８００円（材料費）
　持 エプロン、三角巾、タオル
　申 ・　問 下記メールアドレスへ
死k.mangetu-3939@ezweb.ne.jp
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

おはなしひろば
～秋まつり～においで

1119畳 午後３時３０分～４時１５分
保谷駅前公民館
※当日直接会場へ

ゆめこらぼトークサロン
～葬式はどう変わろうとしているか～

1125状 午後７時～８時３０分
イングビル

ＮＰＯ等企画提案事業
でこぼこサロン

1129条 午前１０時～正午
消費者センター

企業懇談会
～企業が創り、育てる市民活動団体 
 その熱き思いをトップが語る～

121浄
午後２時～４時
イングビル

楽しいデザート講座

1215浄 午前１０時～午後１時
消費者センター

障害者週間
どうする！？西東京市の障害者支援
講演会「障害者の地域での暮らし
を応援する相談支援体制の在り方」

129状
午後２時３０分～４時３０分
保谷庁舎４階

フライパンひとつで簡単エコおやつ

1223状 午前１０時～午後０時３０分
田無公民館

伊勢型紙で年賀状を作ろう！

1218穣 午後１時３０分～４時３０分
郷土資料室（西原総合教
育施設２階）

①リサイクル手芸
「ちくちく縫ってみよう！～余り布
をつないで、ぼんぼんリースづくり」
　時 １２月４日松午前１０時～午後１時
　対 ・　定 市内在住、在勤、在学で針と
糸で手縫いが可能な方（小学校低学
年以下は必ず保護者同伴）・２５人
　持 木綿の端布数枚、布に合った糸、
裁縫道具、リボン、飾りにするベルな

ど

　講 ちくちくの会（エコプラザ西東京
登録団体）
②リサイクル講座
「足もとぽかぽか毛糸のあみもの」
　時 １２月６日捷午前１０時～午後４時
　内 家にある余った毛糸や使った毛糸で
室内ばきを編みます。
　対 １８歳以上の市内在住・在勤・在学者
　持 毛糸（８０～１００ｇ）、編み棒４本みじ
かめのもの（６号～８号）、かぎ針１本
（３号～５号）、とじ針、昼食、飲み物
　講 華工房（エコプラザ西東京登録団体）
③エコプラザ親子ひろば
　時 １２月２日昭午前１０時３０分～１１時３０分
　内 廃材を使ったクリスマスオーナメ
ント作り。

　￥ ３００円
　持 飲み物用カップ
④とーちかーちアトリエ「古紙から和紙を
作って、はりぼての招き猫作ります」
　時 ・　内 ①１１月２６日晶：和紙作り　　
②１２月１０日晶：招き猫の土台作り　
③１２月２４日晶：招き猫の仕上げ
　対 小学１～３年生：午後３時～５時
小学４年生～中学生：午後４時～６時
　￥ １回１,３００円（内容により変更
あり。要問い合わせ）
　講 高島永二さ

ん、高島美希さ
ん

　申 ①・②は１１月１６日昇午前９時から
電話・ファックス・Ｅメールで、講
座名・名前・住所・電話番号・年齢
を添えて下記へ。（電話受付：午前９
時～午後５時）
　申 ・　問 エコプラザ西東京
（札４２１－８５８５・胃４２１－８５８６・
死ecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp）
③・④はEメール・ファックスで、下記へ。
　申 ・　問 ワーカーズ・コレクティブち
ろりん村（胃４２５－０７８８・死chirorin
mura@mbn.nifty.com)

　西東京市誕生１０周年記念事業の一環として、田無・保谷地域の明治から
昭和にかけて撮影した、なつかしい写真を紹介します。
                  ◆秘書広報課 　田 （札４６０－９８０４）

「なつかしの田無・保谷」写真展　№4
市政１０周年を祝う郷土のあゆみ

興保谷市役所（保谷町１－１）
　昭和４２年（１９６７年）

写真提供：西東京市中央図書館

昨年のようす

障害者週間
障害者団体の手作り品販売・展示

12 午前１１時～午後４時
田無駅北口アスタ２階

2 状
3 畳


