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平成２３年１０月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万７,９７３人
 （６８増）

住
民
登
録

（１６増）１９万４,７４４人人口／
（６減）９万５,５１０人　男　／
（２２増）９万９,２３４人　女　／
（２９減）８万９,５８３世帯／

外
国
人
登
録

（５２増）３,２２９人人口／
（２６増）１,３９９人　男　／
（２６増）１,８３０人　女　／
（１０４減）１,６１５世帯／

　内 絵本の読み聞かせな
ど

　対 幼稚園入園前のお子さんと保護者
□主催　絵本と語りの会
◆谷戸図書館（札０４２－４２１－４５４５）

　消防団員の活動技術の向上と士気高
揚を図るため、各分団で競い合い日ご
ろの訓練の成果を披露します。
◆危機管理室 　保 （札０４２－４３８－４０１０）

～西東京市誕生１０周年記念市民活動団
体提案協働事業～
　今後の東大生態調和農学機構（旧東
大農場）に市民が何を望むかなど、ま
ちづくりにどう生かしていくかをテー
マにワークショップ「私たちの提案」
を開催します。
　定 ４０人（申し込み多数の場合は、抽選）
　申 ファックスに氏名・住所・電話番号・
参加希望日（複数でも可）を明記して
１０月２２日松までに申込み。
　問 東大農場・演習林の存続を願う会　
（宮崎札０４２－４６４－０６５７・大森札０４２２
－５５－０１６８・胃０４２－４６４－０６５７）
□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）

　対 小学１年生～中学３年生
小学２年生以下は保護者同伴
　￥ ３００円（同伴者は無料）
□コース　①初心者　１０種類の樹木
②初級　２０種類の樹木
③中級　３０種類の樹木
　持 昼食、水筒、ノート、鉛筆、下敷き、
虫除けスプレー
　申 Ｅメール・ファックス・はがきに、
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、１０月２８日晶までに〒１８８－
０００２緑町１－１－８東京大学演習林
田無試験地まで申込み。
□主催　西東京市「子ども樹木博士」を
育てる会・東京大学演習林田無試験地
　問 西東京市「子ども樹木博士」を育て
る会（演習林札０４２－６４１－１５２８ ・胃０４２
－４６１－２３０２・死 tanashi2010@uf.a.u-
tokyo.ac.jp）
◆環境保全課（札０４２－４３８－４０４２）

□コース　田無庁舎～多摩湖自転車道
～多摩湖のウォークラリー※約１３㎞
※解散は午後３時予定（現地解散）
　対 青少年と市内在住・在学・在勤の方
（小学３年生以下は、保護者同伴）
　￥ １００円
　持 昼食、水筒、おやつ、敷物、雨具、
帰りの電車賃な

ど

　申 児童青少年課（田無庁舎１階）、保谷
庁舎１階受付にある申込書に、必要事
項を記入し、当日、集合場所へ持参。
※当日は田無庁舎駐車場の一般の方の
利用は午前９時３０分からとなります。
□主催　西東京市青少年育成会連絡会
　問 歩け歩け実行委員会事務局（内田札
０５２－４５８－２２１１）
◆児童青少年課 　田 
（札０４２－４６０－９８４３）

□コース　小平駅～さいかち窪（小平霊
園）～黒目川天神社～しんやま親水広場～
南沢湧水・落合川～東久留米駅（解散）
※約８km・３時間３０分程度のコース
　対 ・　定 市内在住の６０歳以上の方・３０人（申込順）
　申 １０月１７日捷から、福祉会館・老人福
祉センター・住吉老人福祉センター・
老人憩いの家に直接申込（午前９時～
午後４時・電話による受付不可）。
　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）

　西東京市から「保谷和太鼓会」が参
加して、イベントを盛り上げます。
　内 ステージショー、大道芸人による路
上パフォーマンス、青空市場な

ど

　問 勝浦市観光商工課
（札０４７０－７３－６６４１）
◆文化振興課 　保 （札０４２－４３８－４０４０）

～西東京市誕生１０周年記念市民活動団

体提案協働事業～
　内 ルールを守りごみ拾いをスポーツと
して競って楽しみます。参加賞あり。
　定 １５０人（申込順）　
　申 ファックス・Ｅメールに・住所・氏名
（ふりがな）・年齢・電話番号を明記し、
１０月２５日昇までに、下記へ申し込み。
　問 きらっとシニア倶楽部（有馬札０９０－
８８０９－４６１７・胃０４２－４７８－７７０１・死 
kiratto-senior@jcom.home.ne.jp）
□主催　きらっとシニア倶楽部
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６）

　時 １１月８日～平成２４年１月３１日（毎週昇・全
１２回※１月３日を除く）午後１時３０分～３時
　場 下保谷福祉会館１階
　内 軽い運動を含めたストレッチ・呼吸
法・マッサージなどのリラクゼーショ
ン法、筋力強化。　
　対 要介護・要支援の認定を受けていな
い市内在住の満６５歳以上の方
　定 １５人（申し込み多数の場合、抽選）
　￥ １回１５０円
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電話
番号を明記し、１０月２４日捷（必着）ま
でに、〒２０２－８５５５市役所高齢者支援
課「こころと体のスッキリ講座」担当
へ郵送。
◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０２９）

～女性に対する暴力をなくす運動週間
事業～
　１１月１２日松～２５日晶（女性に対する
暴力撤廃国際日）までの２週間「女性
に対する暴力をなくす運動週間事業」
を実施しています。
　講 佐野優さ

ん（社会的養護の当事者参加
民間グループ「こもれび」代表）
　定 ３０人（申込順）
□保育あり
　対 ・　定 生後６か月以上未就学児・１５人
（申込順）
　申 １０月１７日捷から電話で下記へ申し込み。
◆男女平等推進センター
（札０４２－４３９－００７５）

□コース　武蔵境駅～高尾駅～高尾山
口駅下車～稲荷山コース～高尾山山頂
～４号路～１号路～高尾山口駅（午後
１時３０分解散予定）約７㎞。
　対 市内在住・在勤・在学の小学生以上
で健脚な方（小学生は保護者同伴）
　定 ６０人（申込順）
　￥ 交通費のみ自己負担（往復１,１４０円）
　持 歩きやすい靴・服装、ザック、タオル、
雨具、敷物、昼食、飲み物、着替えな

ど

　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、１０月２８日晶（必着）までに、〒

２０２－８５５５市役所スポーツ振興課「高
尾山ウォーキング」係へ。
◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８１）

　対 市内在住・在勤・在学のゴルフ経験
者および西東京市ゴルフ連盟会員
　定 ４０人（申込順）
□参加料　プレー代１万６，５００円程度、
エントリー代３，０００円
　申 １０月３１日捷までに、ＮＰＯ法人西東
京市体育協会事務局（中町１－５－１
西東京市スポーツセンター内・札０４２－
４２５－７０５５）または保谷ゴルフセンタ
ー（保谷町５－１６－４・札０４２－４６１－
９６３２）へ所定の申込用紙で直接申込。
　問 ＮＰＯ法人西東京市体育協会事務局
（札０４２－４２５－７０５５）
◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８１）

　内 在宅介護に必要な基本的知識と技術
の習得
　対 市内在住の方で、３日間の全日程に
参加できる方
　定 ２０人（申し込み多数の場合、抽選）
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電話
番号・「市民介護講習会希望」を明記の
うえ、１０月３１日捷（消印有効）までに
〒２０２－８５５５市役所高齢者支援課へ郵
送。
◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０２８）

①「親子力アップ！～作品作りを通して楽
しくコミュニケーションしよう～」
②「自然のエネルギーを考えよう～風力発電・
太陽光発電の仕組みと風力発電機の製作～」
③「オリーブオイルから石けんを作る。お
いしいカルメ焼きも作ろう～加熱して物質
を変えてみよう～」
④「作って飛ばそう～紙ジャイロと発射装
置の作製～」
　対 市内在住・在学の小学生
　定 ①小学１年生以上の児童とその保護
者（１人）２０組
②小学３年生以上３０人
③小学４年生以上３２人
④小学４年生以上２０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、
付き添い保護者氏名（ふりがな）を明
記のうえ、１０月２１日晶（必着）までに
〒２０２－８５５５市役所教育企画課まで郵
送（申し込み者多数の場合、抽選）。
※詳細は、市　HP でご確認ください。
◆教育企画課 　保 （札０４２－４３８－４０７０）

おかあさんとおこさんの
おはなしかい

1020状 午前１１時～１１時３０分
谷戸図書館
※当日直接会場へ

西東京市消防団
ポンプ操法大会

1023擾 午前８時１５分～正午
千駄山広場（東伏見１―４）
※当日直接会場へ

子ども樹木博士に挑戦しよう！！
～第１９回西東京市子ども樹木博士認定会～

1030擾 午前９時３０分～午後４時
（受付９時から）
東京大学演習林田無試験地

こころと体のスッキリ講座

第１０回西東京市
「歩け歩け会」

113常
受付：午前８時２５分～・出発９時
集合：田無庁舎駐車場
※小雨決行・雨天中止

高齢者のための
「歩いて見る会」

114畳
午前９時
西武新宿線小平駅集合
※小雨決行

友好都市・千葉県勝浦市
２０１１年いんべやぁフェスタ勝浦

115穣
午前９時～午後２時
勝浦中央商店街

「スポーツごみ拾い」
参加者募集！

116擾
午前１０時～午後１時
西東京いこいの森公園

市民体力づくり教室
「紅葉の高尾山ウォーキング」

1119穣 午前８時
JR武蔵境駅北口集合
※雨天順延11月26日松

第１１回総合体育大会
ゴルフ競技

1122杖 午前８時
東京バーディークラブ（青梅
市小曾木５丁目２９４３）

第２回理科・算数
だいすき実験教室

123穣
午後２時～５時　早稲田
大学東伏見キャンパス・
早稲田大学高等学院

東大農場はどう変わるか？
～その将来像とまちづくり～

午後１時３０分～４時３０分
①イングビル３階②東大生態
調和農学機構（旧東大農場）

①1029穣
②115穣

市民介護講習会

11 午前９時３０分～午後３時
特別養護老人ホーム「保谷苑」
（栄町３－６－２）

27擾・
123穣・4擾

講演会“児童養護施設”という名の家
～私たちが育った場所～

1112穣 午前１０時～正午
住吉会館ルピナス２階


