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平成２３年５月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万７,７７４人
 （１２２増）

住
民
登
録

（１７２増）１９万４,５４１人人口／
（５６増）９万５,４８５人　男　／
（１１６増）９万９,０５６人　女　／
（１９４増）８万９,６２７世帯／

外
国
人
登
録

　（５０減）３,２３３人人口／
　（１８減）１,４００人　男　／
　（３２減）１,８３３人　女　／
（１９７減）１,６２０世帯／

　講 坂本裕美さ
ん（群馬県太田市立九合小

学校バイリンガル教員）ほ
か

◆文化振興課 　保 （札０４２－４３８－４０４０）

　内 ①認知症について　②認知症サポー
ター１００万人キャラバンについて　
③認知症の方を地域で支えるためには
※参加者にはサポーターの証であるオ
レンジリングを差し上げます。
　対 市内在住・在勤者で、認知症サポー
ター養成講座を受講したことのない方
　定 ５０人（応募者多数の場合、抽選）
　申 往復はがきに、住所・氏名・年齢・電話
番号を明記し、５月２３日捷（必着）まで
に〒２０２－８５５５　市役所高齢者支援課
「認知症サポーター養成講座」担当へ。
□認知症サポーターとは　
　認知症を正しく理解し、地域で生活
している認知症の方や家族を見守り、
自分でできる範囲で支援する方です。
◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０２９）

　多摩六都フェアより誕生したブラス
バンドの定期演奏会です。
□曲目　マンマミーア、君の瞳に恋し
てるほ

か

　￥ 入場無料、全席自由
　問 佐藤（札０４２－４７４－１４０７）
◆文化振興課 　保 （札０４２－４３８－４０４０）

　木の幹や葉、花を見て、さわって、
においをかいで、木と友達になろう！
①初心者コース　１０種類の樹木
（小学１～２年生向き）
②初級コース　２０種類の樹木
（小学３年生以上向き）

　大気中の二酸化窒素の測定を体験し
ながら、大気汚染問題について学習し
ます。
□事前説明会
　時 ５月１７日昇午前９時３０分
　場 エコプラザ西東京
□測定日　６月２日昭・３日晶
※測定に使用するカプセルづくりも行
います。
　申 ５月１６日捷午後４時までに、下記へ
電話。
◆環境保全課（札０４２－４３８－４０４２）

　市では、「非核・平和をすすめる西東
京市民の会」とともに毎年さまざまな
非核・平和事業を行っています。今年
度の事業内容・運営方法などについて
市民の皆さんと話し合いを行います。
　定 ４０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０４２－４３８－４０４６）

　日本に在住する外国籍の方からお話
を伺い、地域でできる支援は何かを一
緒に考えましょう。
　定  ８０人

二酸化窒素簡易測定の体験講座

講演会
「地域社会の外国人の居場所」

522擾 午後１時～３時
田無庁舎２階
※当日直接会場へ

認知症サポーター養成講座

530条 午後２時～３時３０分
高齢者センターきらら
（富士町１－７－６９）

ドリームウェストウィンドオーケストラ
第２回定期演奏会～はばたき～

6 5擾
午後２時開演
保谷こもれびホール
※当日直接会場へ

　　子ども樹木博士に挑戦しよう概　
第１８回西東京市子ども樹木博士認定会

6 5擾
午前９時３０分～午後４時
東京大学演習林田無試験
地

平和事業についての話し合い

521穣 午後２時～４時
イングビル３階
※当日直接会場へ

　申 往復はがきに、参加者全員の住所・
氏名・性別・年齢・電話番号を明記の
うえ、５月２７日晶（必着）までに、〒
２０２－８５５５市役所スポーツ振興課「八
国山・北山公園ウォーキング」係へ。
◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８１）

　１００人の方が集まったとしても可能
な演出方法で行う、群読中心の朗読劇
の参加者を募集します。
　時 １２月上旬
　場 市内ホール
　対 市内在住、在勤、在学者
□稽古　６月～１１月の第２・４木曜日
午後２時～４時３０分
　場 田無公民館な

ど

　講 山崎巌さ
ん（青年俳優座演出家）

　申 ・　問 青年俳優座（札０４２２－５５－４３３３
・札０７０－５５４６－１５８７　山崎・
死 seinenhaiyuuza@yahoo.co.jp）
◆協働コミュニティ課
（札０４２－４３８－４０４６）

　東大生態調和農学機構の協力によ
り、市の花「ひまわり」を植え、収穫、搾
油までの体験事業を実施します。
※この事業は、「ひまわりプロジェク
ト」が市の委託事業として実施します。
　時 ６月７日昇・２１日昇、８月ひまわり
迷路公開、９月収穫、１０月搾油などを
予定しています。
※天候・ひまわりの育成状況により日
程を変更する場合があります。
　場 東大生態調和農学機構（旧東大農場）
　対 市内在住・在勤・在学の方
　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、
５月１３日晶～３１日昇（消印有効）まで
に、〒１８８－００１２ 南町５－６－１８ 市民
協働推進センター内ひまわりプロジェ
クト「ひまわり事業」参加者募集係へ。
　問 ひまわりプロジェクト　宮崎
（札０４２－４６４－０６５７）
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

市民活動団体提案事業
「１００人群読」の参加者募集

③中級コース　３０種類の樹木
（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、下敷き、
虫除けスプレー
　申 はがきまたはファックスで、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、６月
３日晶までに下記へ（先着順）。
　問 西東京市「子ども樹木博士」を育て
る会（〒１８８－０００２ 緑町１－１－８東
京大学演習林田無試験地・札０４２－４６１
－１５２８・胃０４２－４６１－２３０２）
□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０４２－４３８－４０４２）

興イベント
第１部：西東京しゃきしゃき体操
　運動不足を感じている方、体力・筋
力をつけたい方にお奨めです。
第２部：健康・医療フォーラム
　テーマ「分かろう医療　作ろう健康」
第３部：歌謡ショー（出演：藤原浩さ

ん）
□共催　西東京市高齢者クラブ連合会
◆高齢者支援課 　保 
　（札０４２－４３８－４０２８）

□コース　田無駅－東村山駅下車～正
福寺～ふるさと歴史館～徳蔵寺～久米
川古戦場跡～将軍塚～たいけんの里～
北山公園（昼食）～東村山駅（午後２時
解散予定）【距離約６㎞、約２時間】
　対 小学生以上で市内在住・在勤・在学
の方（小学生は保護者同伴）
　定 ６０人（先着順）
　￥ 交通費のみ自己負担（往復４００円）
　持 歩きやすい靴・服装、雨具、敷物、
昼食、飲み物な

ど

市民体力づくり教室「緑と花菖蒲の
八国山・北山公園ウォーキング」

612擾 午前９時：田無駅北口ペ
デストリアンデッキ集合
※雨天順延６月１９日掌

市の花ひまわり
「種まきから搾油を体験して
みませんか」参加者募集

高齢者の健康づくりイベント　
健康講演会＆歌謡ショーの集い

611穣 午後１時開場、１時３０分開演
西東京市民会館
※当日、直接会場へ

派遣期間業務内容派遣人数派遣先

４月２１日昭
　～２６日昇

地震調査事務
（地震被害判定、
家屋調査）

３人
（建築技術職）

宮城県本吉郡
南三陸町

①

４月２４日掌
　～３０日松

災害廃棄物処理
業務

３人
（技能労務職）宮城県仙台市②

４月２８日昭
～５月３日抄

避難所運営支援
業務１人（事務職）岩手県上閉伊郡

大槌町
③

５月６日晶
　～１１日昌

避難所運営支援
業務２人（事務職）岩手県釜石市④

５月２４日昇
　～２９日掌

在宅被災者健康
調査１人（保健師）宮城県東松島市⑤

５月２６日昭
　～３１日昇

避難所運営支援
業務２人（事務職）岩手県釜石市⑥

派遣先の宮城県南三陸町のようす

東日本大震災被災地東日本大震災被災地へへ
支援職員を派遣していま　　　　支援職員を派遣していますす

◆職員課 　田 （札０４２－４６０－９８１３）

全国から集まった
支援職員の皆さん

興派遣の状況

　西東京市では、東京都市長会などを通じた支援要請に応え、職員の派遣
を開始しました。今後も継続して支援要請に応じていきます。このほか
に、市職員組合においても東日本大震災支援ボランティアとして、福島県
相馬市・新地町、岩手県花巻市で職員が「避難所の管理、健康管理業務」
の活動を行いました。


