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凡例 　時 日時　　場 場所　　内 内容　　対 対象　　定 定員　　講 講師　　￥ 料金　　持 持ち物　　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

　市内少年野球チームを対象とした野
球教室です。ご観覧をお待ちしています。
□主催　西東京市、早稲田大学競技ス
ポーツセンター、多摩東部少年野球リーグ
□協力　早稲田大学野球部、早稲田大
学準硬式野球部
◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８１）

　内 群れあそび（鬼ごっこ、けいどろ）、
簡単木工細工、あおぞら整体＆リフレ
無料体験（ママ向け、人数制限あり）
　対 小学生・幼児親子
　￥ 子ども無料、大人１００円（保険料）
　持 動きやすく汚れてよい服装・着替
え・飲み物な

ど

　問 マンマミアプラス（札０４２－４１０－１１２８・
死west.tokyo.playpark.caravan@gmail
.com）
　HP http://www.ameblo.jp/playpark-car
avan-west/
※雨天時、西原総合教育施設で室内遊び
※車での来場はご遠慮ください。
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

　言語的マイノリティーを通訳・翻訳面で
支援する通訳ボランティアの活動につい
て、関西を拠点に活動中の講師にお話を
伺います。
　定 ６０人
　講 吉富志津代さ

ん（多言語センターＦＡ
ＣＩＬ、大阪大学グローバルコラボレ
ーションセンター特任准教授）
◆文化振興課 　保 （札０４２－４３８－４０４０）

　講演会と、子ども分野で活躍する市
民団体によるパネルディスカッション
　講 市職員
　問 市民協働推進センター（札０４２－４９７

－６９５０・胃０４２－４９７－６９５１・
死 yumecollabo＠ktd.biglobe.ne.jp）
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

～西東京市誕生１０周年記念市民活動団
体提案協働事業～　
　この緑陰フォーラムを皮切りに、８
月から１０月にかけて、６～７回のワー
クショップ、１１月の市民フォーラムま
で、半年に渡り開催します。
　内 ①キャンパス整備計画について
②ワークショップの説明
　「東大マルシェ（仮）で食と農と人を
つなげたい～市民と共に考える」
　「市民が東大農場に望むこと」
③農場見学会
　定 ７０人
　講 東京大学大学院農学生命科学研究科
二宮正士教授、米川智司准教授、中嶋
康博准教授、細野ひろみ准教授
　問 東大農場・演習林の存続を願う会　
（札０４２－４６４－０６５７・宮崎）
　HP http://www.isas.a.u-tokyo.ac.jp/
□主催　東大農場・演習林の存続を願う会
□共催　東大生態調和農学機構
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

　内 「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。
　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 ６月１７日晶午前１０時から下記へ電話
または来館（開館時間中）。
◆保谷駅前図書館
（札０４２－４２１－３０６０）

　地元のＪリーグクラブＦＣ東京の専
属コーチから直接指導してもらえます。
　対 ①市内在住の小学３年生
　②市内在住の小学４年生
※１・２年生は、１１月３日抄開催予定
　持 運動できる服装、サッカーシューズ
（運動靴可）、スネ当て、サッカーボー
ル、帽子、飲み物、汗拭きタオル
　申 市内のサッカーチームに所属してい
る方…チームでまとめて申し込み。
チームに所属していない方…スポーツ
センター、きらっとで所定の申込用紙
に記入のうえ、７月９日松午後５時ま
でに申し込み。
□運営協力　西東京市サッカー協会、
西東京市少年サッカー連盟、ＮＰＯ法
人西東京市体育協会
　問 西東京市スポーツセンター
（札０４２－４２５－０５０５）

◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８１）

①７月１７日掌午前10時～正午
「縄文時代ってなあに？」
②８月２８日掌午前10時～正午
「縄文の笛を作ってみよう！」
③９月２５日掌午前10時～正午
「縄文の笛を吹いてみよう！」
④１０月９日掌正午～午後２時
「縄文の風をきこう！縄文の風をうた
おう！（縄文笛ライブ）」（※雨天の場
合１０日抄に順延）
　場 ①～③郷土資料室、④下野谷遺跡公園
　対 ・　定 小学４年生～中学３年生。全４
回参加できる方・４０人（先着順）
　￥ ５００円（材料代）
　申 ６月１５日昌から電話で郷土資料室へ
（月・火曜日は除く）。
　問 郷土資料室（札０４２－４６７－１１８３）
◆社会教育課 　保 （札０４２－４３８－４０７９）

①プランクトンを観察しよう
　内 顕微鏡で見る微生物の世界
　対 ・　定 小学３年生以上・１６人
②太陽電池をつくろう
　内 自然エネルギーを利用した発電の学習
　対 ・　定 小学４年生以上・１６人
③香りをつくる
　内 精油を組み合わせて好みのルーム・
フレッシュナーを作ってみよう
　対 ・　定 小学４年生以上・２０人
④色の変わる実験をやってみよう
　内 ニッケルメッキを使ったアクセサリ
ーと色の変わる人工イクラを作る
　対 ・　定 小学４年生以上・３２人
⑤ロケット入門
　内 ロケットの原理と水ロケット製作と
打ち上げ実験
　対 ・　定 小学３年生以上・３０人
⑥算数っておもしろい！
　内 計算道具を自分で作ろう
　対 ・　定 小学２年生以上・３０人
　申 往復はがきに、講座名・学校名・学年・
氏名（ふりがな）・住所・電話番号・保護
者氏名（ふりがな）を明記のうえ、６月
２２日昌（必着）までに、〒２０２－８５５５市役
所教育企画課まで郵送（申込者多数の
場合は抽選）。詳細は市　HP を。
※次回の講座は、１２月に開催予定
◆教育企画課 　保 （札０４２－４３８－４０７０）

　対 ・　定 市内在住の小学３年生～高校生
年代・８０人（応募者多数の場合は抽選。
昨年参加していないお子さんを優先）
　￥ ８，６００円
※参加費は変更になる場合があります。
□オリエンテーション　
　時 ７月２３日松午後３時～５時
　申 詳しくは６月１５日昌から各児童館・
児童センター・児童青少年課（田無庁

舎１階）で配布する「参加者募集申込
について」または市　HP をご覧ください。
　問 田無柳沢児童センター（札０４２－４６４
－３８４４）・保谷柳沢児童館（札０４２－４６８
－７８９２）
◆児童青少年課 　田 
（札０４２－４６０－９８４３）

□コース　５日晶：東京駅集合～広島
駅～平和記念資料館～ホテル
６日松：式典参加～市内見学～東京駅
　対 小学生とその保護者、または中学生
以上の市内在住・在学・在勤者
　定 ８人（応募多数の場合は抽選）
　￥ ２万円（小学生とその保護者の場合
は２人で３万円）
　申 はがき、またはＥメールに、住所・
氏名・年齢・性別・電話番号・市内在
勤・在学の方は勤務先または学校名を
明記し、７月８日晶（必着）までに、
〒２０２－８５５５市役所協働コミュニティ
課「広島平和の旅」係へ。
死kyoudou@city.nishitokyo.lg.jp
□事前学習会　
　時 ・　場 ７月２８日昭午前１０時・田無庁舎
□広島平和の旅報告会　
　時 ８月２７日松午後２時
　場 西東京市民会館
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

　対 市内在住・在学の小学３・４年生１２
人以上２０人以内で構成されたチーム　
※試合人数１２人（女子３人以上を含む）
　定 ３・４年生の部・各２４チーム（先着順）
　申 各小学校、スポーツ振興課（保谷庁舎
３階）、市　HP にて配布の参加申込書・メ
ンバー表を、７月１日晶～１５日晶（必
着）までに、〒２０２－８５５５市役所スポー
ツ振興課「ドッジボール大会」係へ郵
送・ファックスまたは直接持参。
※必ず実施要項をご確認ください
興説明会　　時 ・　場 ７月２２日晶午後６時
３０分・スポーツセンター
□ルール説明・実技指導の派遣　
　各校２日を上限に受け付け（日程に
より受付不可の場合あり）
◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８１・胃０４２－４３８－２０２１）

早稲田大学野球教室

626擾 午前８時４５分～午後３時
早稲田大学東伏見野球場・
準硬式野球場　※雨天中止

郷土資料室講座
「縄文の風をきこう！縄文の風をうたお
う！～縄文笛を作って演奏しよう～」

ＮＰＯ等企画提案事業
西東京プレーパーク★キャラバン
～自然を活かした外遊びをしよう！～

626擾 午前１０時３０分～午後０時３０分
西原自然公園（西原町４－５）
※当日直接会場へ

　　図書館文化講演会　　
「幕末・明治と庶民－客分から国民へ」

7 9穣
午後２時～４時
（１時４０分開場）
田無公民館

少年・少女サッカー教室

717擾 ①午前９時～１０時３０分
②午前１１時～午後０時３０分
向台運動場ほか ※雨天中止

第１回理科・算数だいすき実験教室

730穣 ①～④午前９時３０分～正午
⑤～⑥午後２時～４時３０分
早稲田大学高等学院

第１１回児童館キャンプ参加者募集
～大自然と友だちになろう～

8
4状

群馬県前橋市富士見町赤
城山２７　国立赤城青少年
交流の家（２泊３日）

2杖～

広島平和の旅参加者募集
～平和記念式典と原爆ドーム等を見学～

8
6穣

１泊２日
広島県（新幹線利用）

5畳～

講演会「地域社会における
通訳・通訳ボランティア」

7 2穣
午後１時～３時
田無庁舎２階
※当日直接会場へ

平成２３年６月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万７,９２９人
 （１５５増）

住
民
登
録

（１６２増）１９万４,７０３人人口／
（４６増）９万５,５３１人　男　／
（１１６増）９万９,１７２人　女　／
（７０増）８万９,６９７世帯／

外
国
人
登
録

　（７減）３,２２６人人口／
　（７減）１,３９３人　男　／
　（０減）１,８３３人　女　／
　（１減）１,６１９世帯／

市民シンポジウム
～子どもたちの笑顔あふれる元気なまちづくり～

7 2穣
午後１時～４時３０分
田無駅北口アスタ２階センタ
ーコート ※当日直接会場へ

緑陰フォーラム
東大農場はどう変わるか？
～その将来像とまちづくり～　

7 2穣
午後１時３０分～４時
東大生態調和農学機構（旧東大農場） 
※当日直接会場へ

第１１回小学生ドッジボール大会
３・４年生大会

①小学３年生②小学４年生
午前９時～午後５時
スポーツセンター

① 93穣
94擾②

【お詫びと訂正】
　市報６月１日号１１面「多摩六都フェア２０１１
こだいら合唱団員募集」の記事に誤りがあり
ました。　正しくは、下記のとおりです。お
詫びして訂正します。
　なお、申込期間を６月２５日松まで延長しま
す。
（正）　対 原則として、小平市、東村山市、清瀬市、
東久留米市、西東京市に在住・在勤・在学の方
（誤）　対 ①各音楽大学長または学部長推薦の大
学生②大学、大学院、専攻科または研究科な
どで音楽を専攻した卒業者およびこれに準ず
る３０歳までの方（４月１日現在）原則として、
小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西
東京市に在住・在勤・在学の方
◆企画政策課　田 （札０４２－４６０－９８００）
◆秘書広報課　田 （札０４２－４６０－９８０４）


