
配布煙シルバー人材センター

No.250

平成23年
（ 2 0 1 1 ） /21

　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

号を明記し、２月１６日昌（必着）まで
に、〒２０２－８５５５市役所産業振興課へ。
※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）。
※応募者多数の場合は抽選し、結果を
連絡します。
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４４）

興講演会
　「市民防災まちづくり学校（防災まち
づくりシステム）」について、防災都市
づくりの先進市である国分寺市の話。
興交流会
　「自分たちのまちは自分たちで守る」　
どうしたら地域の連携を強化、充実させる
ことができるか一緒に考えます。
※一般参加可。詳細はお問い合わせく
ださい。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

　水中で浮力を利用したトレーニング
です。安全に有酸素運動や筋力強化を
行うことができます。
　場 ①ルネサンス東伏見（東伏見３－４
－１東伏見ＳＴＥＰ２２）
②ルネサンスひばりが丘（ひばりが丘
北２－８－２３）
※どちらかの会場をお選びください。
　内 プールに入って水中運動（ウォーキ
ングや筋力トレーニング）
　対 ①要介護・要支援の認定を受けてい
ない市内在住の満６５歳以上の方
②心筋梗塞、脳卒中を最近６か月以内
に発症していない方
③狭心症・心不全・重症不整脈のない方
④医師から運動を禁止されていない方
　定 各会場１５人
　￥ １回１５０円
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電話
番号、どちらの会場を希望するかを明
記し、２月１５日昇（必着）までに、〒
２０２－８５５５市役所高齢者支援課「水中
らくらく運動講座」担当へ郵送。
（応募多数の場合、抽選）
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２９）

　「西東京市文化芸術振興条例」の制定
を記念して、イベントを実施します。
興展示
　内 市の取り組みの展示、市内および姉
妹都市・友好都市の小学生による絵画
展示、市内外国籍市民の写真展示な

ど

興コンサート
　時 ２月１９日松午後１時～４時
　内 ヴァイオリン演奏、ダンスほ

か

□出演　大塚杏奈ほ
か

　時 ２月２０日掌午後１時～４時
　内 ギター弾き語り、尺八演奏な

ど

□出演　ブラッドラインほ
か

◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

興講演会　
「平和を希求する沖縄」（９０分程度）
　講  江  上  能  義 さん（早稲田大学大学院公共

え がみ たか よし

経営研究科研究科長）
　定 ５４人
□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）

　市内近隣の中学生・高校生たちのパ
フォーマンス発表！
　さらに有名お笑い芸人達のゲスト出
演ありと盛りだくさん！
　対 ・　定 小学生以上・５００人
　申 市内各児童館で無料チケットを配付
（先着順。１人２枚まで）。
①２月２日昌～９日昌は、中学・高校
生年代のみ配付（本人が来館）
②２月１０日昭～１８日晶は、小学生以上
配付
※中学・高校生年代対象事業のため、
優先期間を設けています。
※チケットはなくなり次第終了（当日
券は空席が出た場合のみ発行）。
　詳しくは市　HP にしとうきょうキッ
ズ！をご覧ください。
◆中町児童館（札４２２－８８００）・
　田無柳沢児童センター（札４６４－３８４４）

　

　テレビでおなじみの出口保行さん
（東京未来大学こども心理学部教授）
が、子どもや地域などに対する犯罪被
害防止や安全対策を考え、市民が積極
的に安全、安心活動ができるよう、わ
かりやすく、おもしろく話をします。
　定  ８０人（先着順）
※お子さん連れ可。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

　山崎富一さん（NPO法人笑顔せたが
や事務局長）による基調講演の後、協
働の先進事例から今後の協働の推進に
ついて考えます。
　対 ・　定 市内在住、在学、在勤の協働に
関心のある方・５０人（先着順）
　申 電話・ファックス・Eメールで、２月
７日捷までに、氏名（ふりがな）・住所・
電話番号・年齢を明記のうえ、下記へ。
　問 市民協働推進センターゆめこらぼ
（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）

　市内で活動中の国際交流団体よりお
話をいただき、多文化共生のまちづく
りについて考えましょう。
　定 ４０人程度（一般募集定員）
　講  佐  々   木  瑞  枝 さん（ＮＰＯ法人西東京市

さ さ き みず え

多文化共生センター代表理事、武蔵野
大学大学院教授）、山田泉さ

ん（法政大学
教授）
　申 ファックスまたはEメールで、①「多
文化共生講演会申込み」②氏名　③住
所　④電話番号を明記し、２月８日昇
（必着）までに下記へ。
※Eメールの場合は、タイトルに「２／
１４多文化共生講演会」と必ず記入。
※募集が定員を超えた場合は受講をお
断りすることがあります。
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０・胃４３８
－２０２１・死bunka@city.nishitokyo.lg.jp）

声の広報をお届けしています 知り合いで希望する方がいましたら
谷戸図書館（札４２１－４５４５）へお問い合わせください

講演会
「多文化共生の『わ』を広げよう」

214条 午後２時～４時
保谷庁舎４階

防災講演会・
防災市民組織リーダー交流会

227擾 午前１０時から
防災センター６階

水中らくらく運動講座

3 毎週金曜日（全４回）　　
午後２時～３時

4畳～
25畳

協働を考えるシンポジウム
～市民とともにつくる協働に向けて～

2 9浄
午後２時～４時３０分
保谷庁舎４階

非核・平和学習会

219穣 午後１時３０分開場、２時開演
西東京市民会館５階
※当日直接会場へ

　市民活動団体と市民の皆さんの交流
および市民活動団体のＰＲの場として
開催します。
　展示や発表などにより、ＮＰＯ・市
民活動団体・企業などの活動を紹介し
ます。
※事前準備や当日のお手伝いをするボ
ランティアも募集しています。
　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）

　対 市内在住の６０歳以上の方で、両日と
も参加できる方
　定 ９０人（先着順）
　講 保科正和さ

ん（病理学者）
　問 社会福祉協議会（札４３８－３７７３）
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

　対 ・　定 市内在住　２０人
　持 エプロン、三角巾、ふきん２枚
　￥ ４００円（材料費）
　講 富岡 一 さん（うどん愛好家）

はじめ

　申 往復はがきに、①住所　②氏名（ふ
りがな）　③年齢　④電話番号を明記
し、２月１４日捷（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・初めての方優先）
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

　対 市内在住・在学の小・中学生と保護者
　定 ２０人（申込多数の場合、抽選）
　申 電話・ファックス・　HP から、①住所
②氏名　③連絡先（電話番号・メール）
④お子さんの年齢　⑤そのほかお子さ
んの事で伝えておきたい事を明記し、
２月１２日松までに「でこぼこ」金子へ。
　問 「でこぼこ」金子（札・胃４２５－８２２７）
　HP  http://decobocokun.web.fc2.com/in
dex.html
◆協働コミュニティ課 　保 （札４３８－４０４６）

　対 ・　定 市内在住・在勤・在学者・４０人
　講 後藤光蔵さ

ん（武蔵大学経済学部教授）
　申 往復はがきに、住所・氏名・電話番

高齢者大学（単科講座）
「一緒に考える加齢と健康」

2 午後２時～３時３０分
田無総合福祉センター
※当日直接会場へ（２回講座）

21条・
28条

都市農業フォーラム
～都市農業の持つ多面的な機能～

226穣 午後１時～３時
イングビル３階

手打ちうどん講座

223浄 午前９時～午後１時
消費者センター

防犯講演会～子どもをまもれ！
地域をまもれ！攻める防犯！～

2 8杖
午前１１時～午後０時３０分
アスタ２階センターコート※
当日直接会場へ

２０１１　ＮＰＯ市民フェスティバル
～相・逢　ささえあいめぐりあい～

220擾 午前１０時～午後４時
きらっと
※当日直接会場へ

後藤光蔵さん

西東京市誕生１０周年記念
西東京市アート祭

～文化・芸術で輝く西東京市を目指して～
2 午前１０時～午後９時（最終日は午後

４時まで）田無駅北口アスタビル２
階センターコート※当日直接会場へ

14条～
20擾

少年少女

ゆったり感 ラフ・コントロール

中学・高校生年代イベント

『パフォーマンス翔！笑?!ＳＨＯＷ!!!』

219穣 午後２時開場、２時１５分開演
西東京市民会館　

ＮＰＯ等企画提案事業

「でこぼこクッキング」
～親子で楽しくおやつ作り～

226穣 午後１時～３時
消費者センター　


