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　たくさんの
絵本や紙芝居
など、楽しい
ひとときを図
書館で過ごし
ませんか？
　内 おはなし「アナンシと五」、紙芝居
「いたずらおばけ」ほ

か

　対 ３歳から（３歳以下は保護者同伴可）
□公演者　おはなしａｑｕａ（アクア）
◆中央図書館（札０４２－４６５－０８２３）

　

　キャンドルづくり、音楽、講演など
を通して本当の豊かさやシンプルライ
フを親子で考えます。
興たまごキャンドルづくりワークショ
ップ　
　時 午後１時～５時　
①午後１時　②午後２時
　定 各回２０人
　￥ ５００円
　申 電話・Eメールで主催者へ。
興アコースティックライブ、講演、ホ

平成２３年７月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万８,0２２人
 （９３増）

住
民
登
録

（７６増）１９万４,７７９人人口／
（５増）９万５,５３６人　男　／
（７１増）９万９,２４３人　女　／
（１７増）８万９,７１４世帯／

外
国
人
登
録

　（１７増）３,２４３人人口／
　（８増）１,４０１人　男　／
　（９増）１,８４２人　女　／
（１５７増）１,７７６世帯／

ットケーキを作ろうコーナーほ
か

　時 午後５時～７時３０分
　￥ ３００円（ホットケーキ）・ライブは無料
　申 直接会場へ
□主催　キラキラ西東京
　問 キラキラ西東京　松本
（札０９０－４８４１－１７０２・死 kira2candle
@gmail.com）
※この事業は、環境保全課の協力事業
です。
◆環境保全課（札０４２－４３８－４０４２）

　未来を担う子どもたちの健やかな成
長は、万人の願いです。児童健全育成
推進財団の阿南さんを囲んで、「子ど
もの育ちと子育て」について一緒に考
えてみませんか。
　対 市内在住・在勤の方
　定 ２０人
　申 電話、ファックス、Ｅメールで、①
氏名（ふりがな）　②住所　③電話番号
を明記し、７月２９日晶までに市民協働
推進センターゆめこらぼ「トークサロ
ン」係へ。
　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）

　今年で、広島・長崎への原爆投下か
ら６６回目の夏を迎えます。展示パネル
を通して、核兵器の恐ろしさと平和の
大切さについて考えてみませんか。
□共催　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 

夏は海！・夏は山！・夏は紙芝居！
おはなしスペシャル！

723穣 午前１１時～正午
中央図書館
※当日直接会場へ

第４回キラキラ西東京
キャンドルナイト

730穣 午後１時～７時３０分
エコプラザ西東京

ゆめこらぼトークサロン
～子どもたちの健やかな成長を願って～

730穣 午後２時～４時
イングビル３階

おしゃれなろうそくを作り
ます。
　定 ６０人（先着順）
　￥ ５００円
　申 ８月１５日捷までに、①氏
名　②住所　③電話番号　④学年を明
記のうえ、電話またはファックスにて
主催者へ申し込み。
□主催　西東京　菜の花エコ・プロジ
ェクト
　問 西東京　菜の花エコ・プロジェクト
　茂木（札０９０－９９６３－６３２８）・
　青柳（胃０４２－４６２－８０９７）
※この事業は、環境保全課の協力事業
です。
◆環境保全課（札０４２－４３８－４０４２）

　屋敷林で生き物の観察をした後、エ
コプラザで鳥の巣箱を作ります。冬休
みに、作った巣箱を屋敷林にかけて、
来年の夏、どうなっているかバードウ
ォッチングします。
　場 エコプラザ西東京集合（下保谷の高
橋家の屋敷林までバスで移動）
　対 ・　定 小学生親子・１０組（先着順）
　￥ ５０円（保険料）
　持 虫除けスプレー、カナヅチ、プラス
ドライバー
　申 ７月１７日掌午前１０時から電話または
ファックスで主催者へ申し込み。
□主催　屋敷林の会
□共催　西東京自然を見つめる会
　問 屋敷林の会　
　萩原（札・胃０４２－４２３－５７９６）
※この事業は、環境保全課の協力事業
です。
◆環境保全課（札０４２－４３８－４０４２）

（札０４２－４３８－４０４６）

　内 ①「あかふんせんせい」ほ
か

　②「コスモス」ほ
か

　対 ３歳から（３歳以下は保護者同伴可）
大人だけの参加も可
□共催・公演者　はとぽっぽ
◆中央図書館（札０４２－４６５－０８２３）

　ハンセン病問題を通して、人間の尊
厳を学ぶ機会を提供することを目的に
人権バスハイクを実施します。
（集合・解散場所：市役所田無庁また
は保谷庁舎）
　内 ビデオ鑑賞、館内展示物の見学、全
生園の史跡めぐりな

ど

　対 ・　定 市内在住・在勤・在学の小学校高
学年以上の方・２５人（親子参加大歓迎）
※応募多数の場合は抽選。
　申 往復はがきまたはＥメールに、①住
所　②氏名　③年齢（学年）　④性別　
⑤電話番号　⑥市内在勤・在学の方は
学校名または勤務先名　⑦集合および
解散場所（市役所田無庁舎または保谷
庁舎）を明記し、８月１２日晶（必着）
までに、〒２０２－８５５５市役所協働コミ
ュニティ課「人権バスハイク」係へ。　
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６・死 kyoudou@cit
y.nishitokyo.lg.jp）

　かわいい瓶に菜の花からできた油で

エコでおしゃれなろうそく作り

826畳 午前９時３０分～午後０時３０分
エコプラザ西東京

人権バスハイク
「国立ハンセン病資料館・多磨全生園見学会」

825状 正午～午後４時４５分（予定）
国立ハンセン病資料館・
多磨全生園

非核・平和パネル展

8
10浄

午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く
田無庁舎２階

1条～

　プラネタリウムの星のもと、山口と
もさん（打楽器奏者）率いる、Ticobo
（廃品打楽器グループ）による観客参
加型のコンサートを開催します。
　時 ９月１７日松・１８日掌・２３日抄、各日
午後７時開演
　場 多摩六都科学館
　定 各日２００人
□締め切り　８月２０日松（必着）

　テレビなどでも活躍されている米村
でんじろうさんを講師に迎え、科学実
験ショーを開催します。
　時 ・　場 １０月７日晶①午後６時３０分開演・
ルネこだいら大ホール（小平市）
１１月１３日掌②午後２時、③午後４時３０
分開演・清瀬けやきホール（清瀬市）
　定 ①１,０００人、②・③各回５００人
□締め切り　８月３１日昌（必着）

　世界で注目されている天才ロボット
クリエーター高橋智隆さんによる“と
っておき”のロボットイベントを開催
します。
　時 １０月９日掌①午前１０時３０分、②午後
１時３０分。１０月１６日掌③午前１０時３０分
④午後１時３０分開演。
　場 多摩六都科学館
　定 各回３０人
□締め切り　９月１０日松（必着）

　この事業は、多摩六都科学館組合構
成市（小平市、東村山市、清瀬市、東久留
米市、西東京市）と多摩六都科学館が共
同で、子どもたちに感動体験の場と機
会を提供するために開催します。

　対 構成市に在住または在学の小中学生
とその保護者。
（小学１～３年生は保護者同伴、未就
学児の入場は不可）
※多摩六都科学館　HP からも申し込み可。
※申込多数の場合は、抽選。
※車いすでの入場を希望する方は、
「車いす入場希望」と明記。
※世帯毎に申し込みをしてください。
　￥ 無料
　申 はがきに、①イベント名　②開催日
③希望時間　④住所　⑤電話番号　
⑥観覧者全員の氏名　⑦年齢　⑧学生
の方は学校名・学年を明記し、〒１８８－
００１４芝久保町５－１０－６４多摩六都科
学館まで。

　問 多摩六都科学館（札０４２－４６９－６１００）
◆企画政策課 　田 （札０４２－４６０－９８００）

屋敷林に鳥の巣箱を作って
かけて観察しよう

828擾 午前９時～午後０時３０分
エコプラザ西東京ほ

か

鴎有限会社ＴＯＭＯ　ＯＦＦＩＣＥ 多摩六都科学館

夏休みスペシャル
「紙しばいで見る戦争」

①午前１１時②午後２時
中央図書館
※当日直接会場へ6穣

① 84状・
② 8

Ｔｉｃｏｂｏ 米村でんじろうさん


