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がな）　②学年　③保護者氏名　④住
所⑤電話番号を明記し、３月３日昭（必
着）までに、〒２０２－８５５５市役所文化振
興課「英語で楽しく３／１９」係へ。
※返信用はがきのあて先も必ず記入。
※Ｅメールの場合はタイトルに「３／
１９英語で楽しく」と必ず記入。
※学年は申し込み時点とします。
興当日の様子を写真撮影し、市　HP などに
掲載しますのでご了承ください。
興会場までは必ず保護者の方が送り迎
えをしてください。
興当日は保護者向けのプログラムをご
用意しています。
□共催　ＮＰＯ法人西東京市多文化共
生センター（ＮＩＭＩＣ）
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０・
死 bunka@city.nishitokyo.lg.jp）

　「子どものころの体験の豊かさが、
大人になってからのやる気や生きがい
に影響する！」こんな結果が国の調査
で明らかになりました。この調査結果
をもとに子ども時代の体験活動の大切
さについてお話しいただきます。
　ライフスタイルがさまざまになり、
人生における生きがいが問われている
今、子ども時代の体験活動の大切さに
ついて考えてみませんか。
　講 菊川律子さ

ん

（国立青少年教育振興機構理事）
　申 往復はがきまたはファックスで、３
月１８日晶（必着）までに、住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・職業・電話番号を明記
し、〒２０２－８５５５市役所教育支援課へ。
◆教育支援課 　保 
（札４３８－４０７７・胃４３８－２０２３）

　内 ①上手な就職活動の準備と進め方
②自己分析と強みの発見（演習）
③採用担当者に評価される職務経歴
書・自己紹介書作成
④応募書類作成の準備
　対 おおむね３４歳以下の方
　定 ２０人（先着順）
　申 電話で下記へ。
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

　内 主に高齢者を対象とした、うつの症
状と対応、予防について
　定 １５０人
　講 平井茂夫氏（入間平井クリニック医
師・精神保健指定医・日本老年精神医
学会指導医）
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２９）

　定 ２０人
　講 橋本ヒロ子さ

ん

（十文字学園女子大学副学長）
　申 ２月１５日昇午前９時から下記へ電話。
興保育　
　対 ・　定 生後６か月以上未就学児・１５人
　申 ２月１５日昇午前９時から下記へ電話
（先着順）。
◆男女平等推進センター（札４３９－００７５）

　「明治」という時代に庶民の生活と意
識がどう変わっていったのか、お話し
いただきます。
　定 ５０人（先着順）
　講 牧原憲夫さ

ん（日本近代史研究者。著書
『民権と憲法』『客分と国民のあいだ』ほか）
　申 ２月１６日昌午前１０時から開館時間中
に下記へ電話または来館。
◆保谷駅前図書館（札４２１－３０６０）

　フィリピンとインド出身の英語教育専門
家、中国出身の英語話者が子どもたち
に、世界中で母語・共通語となっている
英語の楽しさを教えてくれます。
　対 ①幼稚園年長～小学２年生
　②幼稚園年少・年中
　定 各２４人（応募多数の場合は抽選）
　￥ １人５００円
　申 往復はがきまたはEメール（携帯メ
ール不可）で、①お子さんの氏名（ふり

た解説会を開催します。
　遺跡を見学したのち、市民集会場で
映像などを用いてわかりやすく解説し
ます（内容確認のためのごく小範囲の
発掘調査を見学できる場合がありま
す）。
　定 ２０人（先着順）
　申 電話またはＥメールで、氏名・住所・
電話番号を明記し、２月２８日捷までに
下記へ。
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９・
死 syakyou@city.nishitokyo.lg.jp）

　定 ７０人
　講  天  笠  啓  祐 さん（市民バイオテクノロジ

あま がさ けい すけ

ー情報室代表）
興保育　
　対 ・　定 生後６か月以上未就学児・６人
　申 下記へ電話（先着順）
□主催　西東京市消費者団体連絡会
◆消費者センター（札４２５－４１４１）

　市民活動の実践による、身近な政策
提言の講座を開きます。
　内 身近なニーズの社会化とその実現の
仕方について
　定 ３０人（先着順）
　講 川崎あやさ

ん

（ＮＰＯ法人アクションポート横浜）
　申 電話・ファックス・Ｅメールで、氏名
（ふりがな）・住所・電話番号を明記し、
３月３日昭までに市民協働推進センタ
ーゆめこらぼ「アドボカシー講座」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）

　多摩六都フェアより誕生したビッグ
バンドの定期演奏会です。
□出演　アーリー・モーニン・ラテン・
ジャズ・オーケストラ
□曲目　ベサメムーチョ、マンボ№５ほ

か

□ゲスト　チコ島津さ
ん（パーカッション奏者）

　￥ 一般１,０００円、学生５００円
　問 小池（札０８０－５４５８－８７０４）
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

　落語家の林家久蔵さんをお招きして
「笑いのある人生」をテーマに講演会
を開催します。
　定 １５０人
□主催　西東京市明るい選挙推進委員
会・西東京市選挙管理委員会
◆選挙管理委員会事務局 　保 
（札４３８－４０９０）

　世代間交流事業の一環として、住吉
会館ルピナスを利用されている団体や
個人の方々の作品を展示します。
　問 住吉会館総合事務室（札４２５－６７００）
◆子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）

　頭のけがや、脳卒中など脳の病気が
原因で、記憶・注意・遂行機能など脳
の機能に障害がおき、社会生活を送る
ことが困難になった状態を「高次脳機
能障害」といいます。
　見つけにくく、外見から分からずに
誤解も受けやすいこの障害について理
解を深め、どのようにしたら地域で暮
らしやすくなるのか、当事者とご家
族、そしてその支援者の皆さんと共に
考えます。
　内 基調講演・支援者の活動報告な

ど

　講 三輪隆子先生（みわ内科クリニック）
□主催　北多摩北部地域高次脳機能障
害者支援ネットワーク協議会・北多摩北
部地域リハビリテーション支援センター□
後援　東京都心身障害者福祉センター
※車での来場はご遠慮ください。
　問 多摩北部医療センター
（札０４２－３９６－３８１１　内線２０７３）
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３４）

　関東地方でも有数の規模をほこる縄
文時代のムラが残る下野谷遺跡の現地
見学と、これまでの発掘成果をまとめ

図書館文化講演会
幕末・明治と庶民～客分から国民へ～

312穣 午後２時～４時
（１時４０分開場）
田無公民館

住吉会館ルピナス展示会

2 午前９時～午後５時
（最終日は４時まで）
住吉会館１階　

25畳～
27擾

講演会
「もしも高次脳機能障害といわれたら」

226穣 午後１時３０分～５時
コール田無
※当日直接会場へ

アドボカシー講座
「市民のちからで地域は変わる」

3 5穣
午後２時～午後４時
イングビル

うつ予防講演会
「高齢期のうつ予防」

311畳 午後２時～４時（１時３０分開場）
コール田無
※当日直接開場へ

基礎講座　「暮らしの中に男女
平等を根づかせるために」

312穣 午前１０時～正午
住吉会館

子ども対象英語で楽しく！

319穣 ①午前１０時～１１時
②午前１１時３０分～午後０時２０分
きらっと

ピアカウンセリング講演会
『かわいい子には体験を』

324状 午後６時３０分
（６時１５分開場）
コール田無

ラテン・ビッグバンド
コンサート

3 5穣
午後５時３０分開演
コール田無
※当日直接会場へ

講演会
「食の安心・安全を考える」

3 5穣
午後１時３０分～３時３０分
コール田無
※当日直接会場へ

若者向け
就職ノウハウ基本セミナー

3 8杖
午後１時３０分～４時３０分
受付：午後１時から
田無庁舎１階

平成２３年２月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万７,５２６人
 （２８増）

外
国
人
登
録

　（２減）３,３７０人人口／
　（１減）１,４５０人　男　／
　（１減）１,９２０人　女　／
　（１減）１,８８６世帯／

住
民
登
録

（３０増）１９万４,１５６人人口／
（７増）９万５,４０１人　男　／
（２３増）９万８,７５５人　女　／
（４５増）８万９,２１４世帯／

　演劇ワークショップ「銀河鉄道の夜」
発表会（２月２６日松開催）の入場整
理券（無料）を追加配布。
　申 ２月１５日昇午前９時～１９日松午
後４時までに、下記へ電話または来館
（申込多数の場合は抽選）。
※詳しくは市　HP をご覧ください。
　問 保谷こもれびホール（札４２１－１９１９）
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

明るい選挙推進委員会啓発講演会

「笑いのある人生」

223浄 午後２時から
コール田無
※当日直接会場へ

下野谷遺跡見学＆解説会
祖先の残した縄文のムラ～下野谷遺跡を知ろう！

3 2浄
午後２時～４時
集合：東伏見市民集会場
（東伏見６－１８）

下野谷遺跡公園

楽しみながら英語を学びます


