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　内 ①段ボールの巨大迷路　
②積み木のワークショップほ

か

　対 乳幼児～大人
　￥ １００円（積み木のワークショップは別
途１家族１,０００円）
　申 １２月１７日松までにワーカーズ・コレ
クティブちろりん村へEメールで申し
込み（死chirorinmura@mbn.nifty.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）

□演目　「しあわせの花」「あんもちみ
っつ」ほ

か

□公演　みみぃちゃんの紙芝居　
◆中央図書館（札０４２－４６５－０８２３）

　
　

　今年度の多摩六都フェアは、アニメ
ーション作家の指導のもと、粘土で作
ったキャラクターによるアニメーショ
ンを製作しています。日ごろの受講生
のたくさんの努力と創造力あふれる１１
作品は、ひとつひとつが日常の１コマ
からおとぎ話まで多彩でコミカルな作
品に仕上がりました。この機会に西東
京市発のクレイ・アニメーションをご
覧ください。
　￥ 入場無料（※入場整理券が必要）
※入場整理券は、１２月１７日松午前９時
から保谷こもれびホールで配布。
　問 保谷こもれびホール
（札０４２－４２１－１９１９）
◆文化振興課 　保 （札０４２－４３８－４０４０）

エコプラザ親子ひろばのクリスマス会
～巨大迷路であそぼう～

1218擾 午前１０時～午後３時
エコプラザ西東京

多摩六都フェア
「クレイ・アニメーションワークショップ」

作品上映会

2 5擾
午後１時３０分開場（２時開
演）
保谷こもれびホール

冬のわくわくドキドキ
紙芝居スペシャル！

114穣 午前１１時
中央図書館
※当日、直接会場へ

平成２３年１２月１日現在、（　）は前月比

総人口/１９万７,９４３人
 （５増）

住
民
登
録

（２２増）１９万４,６８９人人口／
（４８増）９万５,５３０人　男　／
（２６減）９万９,１５９人　女　／
（１減）８万９,５０３世帯／

外
国
人
登
録

（１７減）３,２５４人人口／
（７増）１,４３０人　男　／
（２４減）１,８２４人　女　／
（１７減）１,６２４世帯／

　水中で浮力を利用したトレーニン
グを行います。安全に有酸素運動や
筋力強化を行うことができます。ぜ
ひご参加ください。
　時 平成２４年１月１３日～２月３日（毎
週金曜日午後２時～３時・全４回）
　場 ルネサンス東伏見（東伏見３－４
－１東伏見ＳＴＥＰ２２）
　内 プールに入って水中運動（ウォー
キングや筋力トレーニング）。
　対 ①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
②心筋梗塞、脳卒中を最近６か月以
内に発症していない方
③狭心症・心不全・重症不整脈のな
い方
　定 ２０人
　￥ １回１５０円
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電
話番号を明記し、１２月２２日昭（必着）
までに、〒２０２－８５５５市役所高齢者
支援課「水中らくらく運動講座」担
当へ郵送。
※応募者多数の場合、抽選。
◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０２９）

　平成２５年開催のスポーツ祭東京
２０１３（第６８回国民体育大会）で当市
の開催競技となっているバスケット
ボール競技に親しんでいただけるよ
う、小学生のミニバスケットボール
大会を開催します。奮ってご参加く
ださい。
　時 ・　場 ３月３日松・スポーツセンター
　対 市内小学校に通学している小学４
～６年生１０人以上１５人以内で構成さ
れたチーム
※選手のほかに成人の監督・コーチ
を２人以上置くこと
※審判・テーブルオフィシャルを選
出できること
※市内に拠点を置くクラブチームの
場合は、構成人数の過半数が市内小

学校に通学している小学生であるこ
と
　申 所定の申込用紙で、１月２０日晶ま
でに下記体育協会事務局へ直接持
参。※所定の申込用紙は、体育協会
事務局で受け取るか、市　HP からダウ
ンロード。
　問 ＮＰＯ法人西東京市体育協会
（中町１－５－１スポーツセンター
内・札０４２－４２５－７０５５・平日午前９
時～午後４時、ただし１２月２９日昭～
１月３日昇・１０日昇は除く）
□代表者会議・組み合せ抽選会
　時 ２月１８日松午後６時
　場 スポーツセンター会議室
◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８２）

「第３回小学生ミニバスケットボール大会」参加チーム募集
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　ＦＣ東京が２０１１年Ｊリーグディ
ビジョン２（Ｊ２）での優勝と来季
のＪ１復帰を果たし、田無庁舎で報
告会を行いました。
　報告会には、ＦＣ東京所属の森
重・上里両選手が訪れ、市長にＪ２
優勝およびＪ１復帰を報告しまし
た。また、地元少年サッカーチーム
のメンバーも多数集まり、憧れの選
手にサインや握手をしてもらい、和

やかな報告会となりました。
　来シーズンはＪ１のステージに立
つＦＣ東京を皆さんで応援していき
ましょう！！

◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８１）

西東京
VOl.１８ 注目いちばん

水中らくらく運動講座
避難されている方々のための交流会西東京市被災地支援等事業

「東北のみんなで話そう会 
明日へ向かって！」 
参加者募集

　東日本大震災により西東京市へ避難
移住されている方々に、お互いの心境
を共有したり、情報交換をしていただ
くため、第２回の交流会を開催しま
す。
　企画には、避難されてきた方々にも
ご参加いただき、共に考え準備しまし
た。新しい年を迎える西東京市の暮ら
しが明日への希望につながることを願
って、大いに話し、歌い、笑いましょ
う！ミニライブやミニコンサートをお
楽しみください。お役立ち情報コーナ
ーもご用意しました。ぜひお気軽にお
越しください。
　時 １月２２日掌午前１０時～正午
　場 田無庁舎１階
　内 ①ミニライブ（ 優  峰 ）　②懇談会

ゆう き

③ミニコンサート（西東
京交響楽団有志）
※ 優  峰 さんは西東京市在

ゆう き

住（岩手県出身）。被災地
への支援活動もしていま
す。

優峰さ　
　ん 

　対 市内に避難されている被災者の方
　定 ６０人
　申 市で把握している方には、すでに案
内状を送付していますので、同封の返
信用はがきにてお申し込みください。
案内状をお持ちでない方は、下記まで
ご連絡ください。
◆協働コミュニティ課 　保 
（札０４２－４３８－４０４６・胃０４２－４３８－
２０２１・死kyoudou@city.nishitokyo.lg.jp）

西東京交響楽団有志によるミニコンサート

「第１回交流会参加者の感想」

興右も左もわからず住んでいたところ
に、大変に生きる力をもらいました。
興今回は久しぶりに故郷の風景を思い
出しながら、向かい合って人と話をし
たなぁと思いました。
興なにより、故郷の人が身近にいるこ
とがわかってうれしいです。
興同じ福島の“なまり”を聞けて、な
んかほっとしました。
興計画避難から故郷を離れて地元の人
との接点がなく情報が入らなかったの
で、今回、話ができてよかった。
興日ごろのどうしていいのかわからな
い自分を忘れて、仲間と楽しい時間を
過ごせました。
興心のこもった演奏、うれしかった。
皆さんと歌うのは久しぶり。感動で涙
が溢れそうになりました。
 （アンケートより抜粋）
※この事業はNPO法人生活企画ジェフ
リーとの協働により実施しています。

違シンエイ／西東京市

第１回交流会（８月２８日）会場風景

全員揃っての記念撮影


