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□保育あり
　対 ・　定 生後６か月以上未就学児・１５人
（申込順）
　申 電話で９月１５日昭から。
◆男女平等推進センター
（札０４２－４３９－００７５）

　「丘を越えて」などお馴染みの曲のコ
ンサートです。
□公演　明治大学マンドリン倶楽部
　対 市内在住の６０歳以上の方
　定 ３０人（申込順。但し、昨年度受講さ
れた方はご遠慮ください。）
　申 ９月２１日昌午前９時から、富士町福
祉会館へ直接（日曜日・祝日を除く）。
（電話での申し込み不可）。
　問 西東京市社会福祉協議会
（札０４２－４３８－３７７３）
◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０２８）

　内 ①地域での食育の実践　②子ども料
理体験教室の進め方と調理実習　③食
育クイズの問題作成と準備
　対 高校生以上の市内在住者
　定 ２０人
　講 キッズ・キッチンインストラクター
　￥ ２，５００円（全３回分）
　持 昼食（②のみ、エプロン・三角巾）
　申 往復はがき・Eメール・ファックス
で、①住所　②氏名　③年齢　④電話
番号⑤応募の動機を明記し、９月２０日
昇（消印有効）までに、〒２０２－００１１
泉町３－１２－２５パスレル保谷１階生活
クラブ保育園ワーカーズ・コレクティ
ブちろりん村へ。
　問 ワーカーズ・コレクティブちろりん村
（札・胃０４２－４２５－０７８８※電話は午後
４時以降・死chirorinmura@mbn.nifty.
com）
　HP http://www.geocities.jp/chirorinmur
a_nisitokyo/
□主催　ワーカーズ・コレクティブち
ろりん村
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

　市内の中学生が薬物乱用防止を訴え
るポスター・標語を書きました。
「人生を無駄にしないで」との願いを

込めた作品です。ぜひご覧ください。
□主催　東京都薬物乱用防止推進西東
京市地区協議会
◆健康課 　保 （０４２－４３８－４０２１）

　
□演目　「やさしいおともだち」「ごん
ぎつね」ほ

か

□公演　はとぽっぽ
◆中央図書館（札０４２－４６５－０８２３）

　西東京市誕生１０周年を記念して、図
書館では、「田無朗読ボランティアの
会」、「保谷朗読ボランティアの会」の協
力を得て、大人を対象とした朗読会を
行います。秋の午後のひととき、「耳か
ら聴く読書」をお楽しみください。
□演目　『三年目』（藤沢周平作）、『草
之丞の話』（江國香織作）ほ

か

□出演　田無朗読ボランティアの会・
保谷朗読ボランティアの会
　定 １８２人（先着順）
◆中央図書館（札０４２－４６５－０８２３）

　立体アップリケで作る、かわいい動
物の子どもたち。
　対 ３回とも参加できる方
　定 ２０人（申込順）
　講 内田信子さ

ん（手芸家）
　申 電話で９月１５日昭から。

　平成２４年２月１２日掌に開催するＮＰ
Ｏ市民フェスティバルに向けて実行委
員会を立ち上げます。このフェスティ
バルの企画運営に実行委員としてご協
力いただける市民活動団体ならびに市
民の方を募集します。
□第１回実行委員会
　時 １０月１２日昌午後６時３０分～７時３０分
　場 イングビル１F
市民協働推進センターゆめこらぼ
　定 １０人（申込多数の場合は抽選）　
　申 電話、ファックス、Ｅメールで、①
住所　②氏名（ふりがな）　③電話番号
を明記し、１０月１０日抄までに市民協働
推進センターゆめこらぼ「ＮＰＯ市民
フェスティバル」係へ。
　問 市民協働推進センターゆめこらぼ
（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）

　市町村総合体育大会は、スポーツの振興と都内市町村間の交
流を目的とした歴史のある大会です。各市町村を代表する選手
が、１４競技２１種目にわたり競い合いました。

　コミュニケーション能力を高めながら「人
生が楽しくなる人間力向上」をめざした３回
連続講座です。専門の講師を呼び、講義やグ
ループワークなどを行います。
　子どもが好きな方、子どもと関わりたい方
などぜひご応募ください。高校生年代の方に
も好きなことや得意なことを生かせる内容と
なっています。ぜひお友達と誘い合ってご参加く
ださい。受講後は、市民まつりや直営児童館行
事などで活躍できます。
　時 ・　内 ①１０月２３日掌：「基礎編～現代っ子も「あ
そび」の天才！？」　②３０日掌：「プランニング編～
プロから学ぶ最新イベント論！」　③１１月６日掌：
「実践編～第一印象を変える最新イメージトレー
ニング」、いずれも午前９時３０分～午後３時
　場 田無児童館
　対 ・　定 高校生年代以上・３０人（申込順）　

　当市は、卓球競技において
男子３位、女子優勝。バドミ
ントン競技において男子３
位、女子５位。弓道競技（男
子）において優勝。水泳競技
においては、豊田信一郎さん
が男子５０Ｍ自由形（６０歳以上）
にて大会新記録で優勝。３０市
町村中総合第９位という好成
績を収めました。
◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８１）

１０月２日掌

エコプラザ西東エコプラザ西東京京
※来場者用の駐車場は有りませ※来場者用の駐車場は有りませんん。。

※当日、地元産の野菜※当日、地元産の野菜のの販売、販売、お茶碗のリサお茶碗のリサ
イクル、猫の里親探イクル、猫の里親探しし・・譲渡会があります譲渡会があります。。
◆ごみ減量推進課（◆ごみ減量推進課（札札０４２－４３８－４０４３０４２－４３８－４０４３））

午前９時～正午前９時～正午午

ＮＰＯ等企画提案事業
子ども料理サポーター養成講座

午前１０時～午後２時
エコプラザ西東京
（全３回講座）

「パープルリボンプロジェクト講座」
手仕事でつながろう、女性への暴力反対の輪！

10 午前１０時～正午
住吉会館２階
（全３回講座）

4杖・
11杖・18杖

ＮＰＯ市民フェスティバル
実行委員募集

西東京市誕生１０周年記念
「大人のための朗読会」

101穣
午後２時～４時３０分
(午後１時３０分開場）
コール田無※直接会場へ

こころがあたたかくなる紙芝居

101穣
午後２時
中央図書館
※当日、直接会場へ

第４５回

東京都市町村
総合体育大会の結果

平成２３年９月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万７,９０５人
 （２増）

住
民
登
録

（６５増）１９万４,７２８人人口／
（３７増）９万５,５１６人　男　／
（２８増）９万９,２１２人　女　／
（２８減）８万９,６１２世帯／

外
国
人
登
録

（６３減）３,１７７人人口／
（３３減）１,３７３人　男　／
（３０減）１,８０４人　女　／
（１００増）１,７１９世帯／

♪ ♪

♪

♪

　講 池田雅彦さ
ん（コミュニケーションラボラト

リー代表）
　申 電話・ファックスまたはEメールで１０月１７
日捷までに、下記問い合わせ先へ。
※保育については相談に応じます。
　問 西原北児童館（札・胃０４２－４６４－３８３３・
死jidoukan@city.nishitokyo.lg.jp）
◆児童青少年課 　田 （札０４２－４６０－９８４３）

優勝した弓道連盟の選手

西東京 あそび・にんげん・アカデミー（ＮＡＮＡ西東京　あそび・にんげん・アカデミー（ＮＡＮＡ））

昨年の様子

薬物乱用防止ポスター・標語展

①925擾
②109擾③30擾

105浄
午後２時～３時３０分
富士町福祉会館

高齢者大学公開講座
～マンドリンコンサート～
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　西東京市誕生１０周年を記念して作成し
たマスコットキャラクター「いこいーな」
の着ぐるみが完成しました。
　「いこいーな」には、市内外に向けた西
東京市の魅力発信のため、各種イベント
などの際のPR活動に協力してもらいます。
　８月２０日松に開催された「健康づくり
イベント」で、お披露目をしてきました。
「いこいーな」の活躍の場も増えていき
ますので、よろしくお願いします。
◆秘書広報課 　田 （札０４２－４６０－９８０４） 違シンエイ／西東京市

西東京
VOl.１７ 注目いちばん

9 午前９時～午後５時
（初日正午から、最終日３時まで）
田無庁舎２階

26条
～29状


