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「エアロビクス教室」担当へ郵送。
※抽選結果は、返信はがきで通知。
□協力　老人クラブ連合会女性部
　問 社会福祉協議会（札４３８－３７７３）
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

　講師に地元アイスホッケーチーム
「ＳＥＩＢＵプリンセスラビッツ」の
現役選手や早稲田大学スケート部の
方々、さらにバンクーバーパラリンピ
ックで銀メダルを獲得したアイススレ
ッジホッケー日本代表の高橋和廣さん
を迎え、実技指導やデモンストレーシ
ョンを行います。
　対 小学生以上の男女（小学生は保護者
同伴。リンクサイドで見学可）。
　定 ２００人（先着順）
　￥ 大人 ３，０００円・子ども ２，０００円
※滑走代・貸靴代・保険代込み
　申 スポーツセンターにある所定の申込
用紙に必要事項を記入し、２月１８日晶
午後８時までに参加費を添えて申し込
み（定員になり次第、締切）。
　問 スポーツセンター（札４２５－０５０５）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　今年度は、東京演劇アンサンブルか
ら講師を迎え、演劇ワークショップを
実施しています。
　受講生が講習の成果を披露します。
　￥ 無料（入場整理券が必要）
※入場整理券は、１月２６日昌午前１０時
から保谷こもれびホールで配布。
　詳細は、お問い合わせください。
　問 保谷こもれびホール（札４２１－１９１９）
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

　対 ・　定 市内在住の小学３～６年生・５５
人、中学・高校生年代・１５人
　￥ 小・中学生 ２６，５００円、高校生 ２８，４００
円（レンタル用品代別途負担あり）
※参加費は変更する場合があります。
　申 各児童館で配付の案内または市　HP 
をご覧いただき、必要事項を記入のう
え、２月５日松（消印有効）までに
「あばれんぼキャンプ事務局」（札０８０
－４２９２－９６１３）へ郵送。
※応募者多数の場合、公開抽選（昨年
参加していない児童を優先）。
※児童館のスキー行事は今年度で終了。
※この事業は地域のＮＰＯとの協働事
業です。
◆保谷柳沢児童館（札４６８－７８９２）

　内 和風雑穀入りリゾット、生姜じょう
ゆマリネな

ど　
　対 市内在住者
　定 ２０人（応募者多数の場合は、抽選）
　持 エプロン・三角巾・布きん
　申 往復はがきに、住所・氏名・電話番号
を明記し、１月３１日捷（必着）までに、〒
２０２－８５５５市役所産業振興課まで郵送
（返信はがきに住所・氏名を記入）。
※連名での申し込みは、参加者全員の
必要事項と代表者がわかるように記入
（１件２人まで可）。
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４４）

　ミニデイとは、公共施設や自宅を利
用して、地域の高齢者がいきいきと暮
らせるために、ボランティアと参加者
で行う活動です。
　内 活動の内容、基礎知識な

ど

　対 ・　定 ミニデイ活動に興味・関心のあ
る方・１０人（先着順）
　申 １月１７日捷から電話・ファックスで、
講座名・氏名（ふりがな）・住所・電話
番号を明記し、高齢者支援課高齢者サ
ービス係へ。
◆高齢者支援課 　保 
（札４３８－４０２８・胃４３８－２８２７）

　対 市内在住の６０歳以上の方で、３日間
とも参加できる方
　定 ３０人（応募多数の場合は抽選）
　講  岡  部  智  美 さん（スポーツインストラク

おか べ さと み

ター）
　申 往復はがきに、教室名・住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・電話番号を明記し、１月
２１日晶（消印有効）までに、〒２０２－８５５５
市役所高齢者支援課高齢者サービス係

　障害のある方の芸術・文化活動の推
進と圏域市民との理解を深めることを
目的に開催します。
※２６日昌午後５時からオープニングセ
レモニーを予定。
　問 東久留米市企画調整課
（札４７０－７７０２）
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

　創作意欲に満ちあふれ豊かな表現力
が発揮された作品が展示されます。
興小学校児童作品展
　時 ・　場 １月２８日晶～１月３１日捷午前９
時１０分～午後４時３０分（初日は午後６
時～７時３０分、最終日は午後２時３０分
まで）・きらっと
興中学校生徒作品展（都立田無特別支
援学校との合同作品展）
　時 ・　場 １月２２日松～２４日捷午前９時～
午後４時３０分（最終日は午後０時３０分
まで）・きらっと
　内 図工・美術・技術・家庭・書写な

ど

※車でのご来場はご遠慮ください。
◆教育指導課 　保 （札４３８－４０７５）

　ＮＰＯ会計の専門家（税理士）がわ
かりやすく丁寧に教えます。
　対 会計講座（初級編）を受講された方、
市内在住・在勤のＮＰＯ法人の経理担
当者など、興味関心のある方
　定 ２０人（先着順）
　￥ ５００円（資料代）
　申 電話・ファックス・Ｅメールで、団
体名・氏名（ふりがな）・住所・電話番
号を明記し、１月２８日晶までに市民協
働推進センターゆめこらぼ「会計講座」
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）

　家庭ごみの有料化後３年で可燃ごみ
の２０％ダイエットに成功。この効果をリバ
ウンドせずに続け、なお一層の減量を進
めるため、参加者全員で考えます。①講
演「ごみを出さない暮らしのすすめ」
　講 金子由紀子さ

ん（ライター・エッセイス
ト　「シンプルライフ」の提唱者）
②話題提供　実行委員会担当者、市職員
③パネルディスカッション「今後一層
ダイエットするための、次の手は？」
　￥ 資料が必要な方のみ５００円
　定 １６０人
　問 事務局・池田（札４６３－５５６１）・宮崎（札
４６４－０６５７）
□主催　第１８回ＴＡＭＡとことん討論
会実行委員会
□後援　東京都、東京都市長会、東京
都町村会、西東京市、東村山市、日野市
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

　多摩六都フェア『初歩からの管楽器
アンサンブル講座』から誕生した吹奏
楽団の定期演奏会です。
□出演　ウィンズパストラーレ
□ゲスト　東久留米児童合唱団「そよ
かぜ」
□曲目　宇宙戦艦ヤマト、マンボ№５な

ど

　問 西原（札４２４－４４８１）
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

平成２３年１月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万７,４９８人
 （６７６増）

第１回定期演奏会

123擾 午後２時開演
東久留米市生涯学習　　
センターホール

多摩六都フェア
第５回　ぴゅあ　あーと展

1 ２６日昌午後４時～６時　
２７日昭・２８日晶午前１０時～午後５時
東久留米市役所

26浄～
28畳

児童・生徒作品展

ＮＰＯ法人のための会計講座
（中級編）

2 2浄
午後６時～９時
イングビル３階

料理講習会
～おいしい市内産野菜をたくさん食べよう～

2 9浄
午前１０時～午後１時
田無公民館

高齢者いきいきミニデイ
開設講座

2 9浄
午前１０時～午後３時
老人福祉センター（田無
総合福祉センター４階）

高齢者のための
「エアロビクス教室」

2 午後１時３０分～３時
田無総合福祉センター

10状・
17状・24状

多摩六都フェア
演劇ワークショップ

『銀河鉄道の夜』発表会

226穣 午後１時３０分開場、２時
開演
保谷こもれびホール

興 講座・上映会
□講座「介護保険の現状と展望」
　時 ２月５日松午前１０時～正午
　講  安  岡  厚  子 さん（NPO法人サポ－トハウス

やす おか あつ こ

年輪理事長）・等々力優さ
ん(市職員）

□講座「西東京市女性史編さんの意義と
楽しさ」
　時 ２月５日松午後１時～３時
　講  石  崎  昇  子 さん（女性史研究家・武蔵野大

いし ざき しょう こ

学ほか講師）
□親子で楽しもう 「はじめてのえんげき」
　時 ２月５日松午後１時３０分～３時３０分
　対 ３歳ごろ～未就学児対象
　講 わたなべなおこさ

ん

□上映会「ハ－ヴェイ・ミルク」
　時 ２月６日掌午前10時～正午

□親子リズム・赤ちゃん体操体験会
　時 ２月６日掌午前10時～正午
　講  油  原  通  江 さん

ゆ はら ゆき え

　申 小山（札４６４－７３０１）
興 パソコン体験会（初心者向け）
　時 ２月５日松午前１０時～正午・６日掌午
後１時～３時
　講  中  川  航  一 さん（シニア情報生活アドバイザ－）

なか がわ こう いち

興リサイクルバザ－
　時 ２月５日松・６日掌午前１０時～午後４時
　内 子ども服をはじめとしたバザ－
興 喫茶＆雑貨販売コーナー
　時 ２月５日松・６日掌
　内 飲み物、手作りお菓子、アジアンメニ
ュ－、雑貨の小物などの販売。
興展示・作品展　午前９時から

菅平高原へ「スキーに行こう」

3 長野県菅平スキー場
２泊３日（貸切りバス）
宿泊：菅平少年自然の家

26穣～
28条

第１８回ＴＡＭＡとことん討論会
ごみダイエットとリバウンド
～西東京市を事例として～

122穣 午後１時～５時
コール田無
※当日直接会場へ

興講演会
「子ども・家庭・仕事の楽しみ方」
　時 ２月６日掌午後２時～４時
　講  石  坂  啓 さん（漫画家・エッセイスト）

いし ざか けい

※講演会、講座、上映会ともに保
育有り。申し込みは、１月１５日松
午前９時より下記へ。
◆協働コミュニティ課（札４３９－００７５）

男女平等推進センター パリテ　第3回パリテまつり
「女性・男性、手をとりあえる社会とは…？」

２月１日昇～１３日掌・住吉会館ルピナス

わくわくスケート教室

2 午後６時３０分～８時３０分
ダイドードリンコアイスアリーナ
（西武新宿線東伏見駅前）

25畳～
27擾

住
民
登
録

（６８６増）１９万４,１２６人人口／
（３０７増）９万５,３９４人　男　／
（３７９増）９万８,７３２人　女　／
（２４５増）８万９,１６９世帯／

外
国
人
登
録

　（１０減）３,３７２人人口／
　（１１減）１,４５１人　男　／
　（１増）１,９２１人　女　／
　（７減）１,８８７世帯／


