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人口／19万4,619人 （70減）
　男 ／ 9万5,474人（56減）
　女 ／ 9万9,145人 （14減）
世帯／ 8万9,460  （43減）

人口／3,213人 （41減）
　男 ／1,416人（14減）
　女 ／1,797人 （27減）
世帯／1,579  （45減）

  日時   場所  内容  対象  定員 講師 料金  持ち物 申し込み  問い合わせ  ホームページ   ファックス   メール    田無庁舎  保谷庁舎

究会）
電話、ファックス、Eメールで、氏名（ふ

りがな）・住所・電話番号を明記し、１月
26日㈭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
市民協働推進センター（ 042－497－6950・
042－497－6951・ yumecollabo@

ktd.biglobe.ne.jp）
◆協働コミュニティ課  
　（ 042－438－4046）

ご飯・煮込みハンバーグ・サラダ
・ 市内在住者・20人
エプロン・三角巾・ふきん
往復はがきに、住所・氏名・電話番

号を明記し、1月23日㈪（必着）までに
下記へ（申込多数の場合は、抽選）。
※返信はがきに、住所・氏名を記入。
※連名の申込みは1件２人まで可。
※連名での申し込みは参加者全員の必
要事項を記入し、代表者を明記。
※返信はがきの住所・氏名についても
代表者を記入してください。
◆産業振興課
　（ 042－438－4044）

マグロ漁船の第五福竜丸に乗船中、
太平洋ビキニ環礁での核実験によって被
ばくした大石又七さんをお招きして、学習

会を開催します。また、都立第五福竜丸
展示館学芸員の安田和也さんに、第五福
竜丸の乗組員が被ばくした放射線の線
量や核兵器をめぐる状況などについて解
説をしていただきます。
大石又

また

七
しちさ

ん（「第五福竜丸」元乗組員）、
安田和

かず

也
や さ

ん（都立第五福竜丸展示館学
芸員）
70人

□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
　（ 042－438－4046）

□中学校生徒作品展（都立田無特別支
　援学校と合同作品展）
・   1月21日㈯～23日㈪午前９時
～午後４時30分（最終日は午後1時ま
で）・きらっと
□小学校児童作品展
・   ２月３日㈮～６日㈪ 午前９時10
分～午後４時30分（初日は午後５時30
分～７時、最終日は午後２時30分まで）・
きらっと
図工・美術・技術・家庭・書写・総

合的な学習の時間などの作品
※車でのご来場はご遠慮ください。
◆教育指導課
　（ 042－438－4075）

　ツイッターやフェイスブックなど、注目さ
れるソーシャルメディアの市民活動への活
用法です。
・ 市内在住・在勤の方・１５人
原田光久さ

ん（田無ソーシャルメディア研

ゆめこらぼトークサロン
市民活動における

ソーシャルメディア活用法

 1 27金 午後7時～８時３０分
イングビル

　各教室プログラムの募集のお知らせ
です。
※４月からのテニス教室参加申し込み
は、３月17日㈯午前10時から当クラ
ブ受付窓口で行います。
■会員募集
　年間活動費として大人3,600円、小
人1,500円で登録ができます（家族会
員5,000円もあり）。
■レンタルテニスコース
（団体登録が必要です）
会員・非会員とも
平日…１時間1,200円、予約は２時間
単位
土・日曜日・祝日…１時間1,500円
・ にしはらスポーツクラブ

（西原町4－5－6西原総合教育施設内・
042－467－9919 ・
042－467－9921）

※月曜日休館
◆スポーツ振興課
　( 042－438－4081)

教  室  名 日  　時 対　　象 募集人数 参  加  費

ヨガ
毎週木曜日　午前10時～11時30分　

大人

30人

会員１回500円
（非会員１回700円で体験参加可）

毎週火曜日　午後７時～８時30分 30人
トータルフィットネス 毎週火曜日　午前10時～11時30分 30人

フラダンス 金曜日(月3回）
午後７時～８時30分 30人

バドミントン教室

（初級者）４月から１クール７回
金曜日 午前10時～正午 25人 ※１クール

会員4,200円　非会員5,600円
（中級者）４月から１クール５回
木曜日 午前10時～正午 25人 ※１クール

会員3,000円　非会員4,000円

テニス教室

火曜日Ａ･Ｂ　水曜日Ａ･Ｂ
木曜日Ａ･Ｂ　金曜日Ａ･Ｂ
土曜日Ａ･Ｂ
（Ａ  午前9時～10時30分）
（Ｂ  午前10時30分～正午）　

一般
（高校生～大人）

各クール
８人

各クール　　　　　　
会員1,000円×回数　
非会員1,500円×回数
※各クールの回数は、お問い合わせくだ
さい。

総合型地域スポーツクラブ「にしはらスポーツクラブ」会員・教室参加者募集！！

非核・平和学習会
「核兵器のない社会を目指して」
～第五福竜丸元乗組員は語る～

 2 11
午後２時～４時
（午後１時３０分開場）
コール田無
※当日、直接会場へ（先着順）

　1990年にアメ
リカで発掘された
体長12メートル
の化石は、史上
最大のティラノサ
ウルスの化石とし
て「スー」と名付けられ、シカゴのフィー
ルド博物館で多くの来館者を魅了して
います。古生物学者たちが化石を手が
かりに解き明かした「スー」の誕生の瞬

★３D映像体験「ウェイキング・ザ・ティーレックス」

料理講習会
～おいしい市内産野菜を
たくさん食べよう～

 2 3 金
午前10時～午後１時
JA東京みらい保谷支店
（泉町3－1－1）

間から死にいたるまでの冒険を３D映
像でご覧ください。
①開催中～1月29日㈰ ②２月25

日㈯～3月31日㈯
※上演時間は または電話でお問い
合わせください。
展示室券　大人500円、子ども（４
歳～高校生）200円
多摩六都科学館
　（ 042－469－6100）

総合体育館リニューアルオープンイベント
1月22日㈰ 総合体育館

□オープニング式典：午前9時
30分～10時
❖第1部　
バスケットボール教室（中学生男女
対象）：午前10時～11時30分
□指導：倉石平監督（早稲田大学・
日本バスケットボール協会男子強化
部長）およびコーチングスタッフ
市内在住の中学生（男女）
100人
運動できる服装、バスケットシュー

ズ（運動靴可）、バスケットボール、

飲み物、汗拭きタオル
所定の申込用紙を1月20日㈮

までにスポーツセンターへ直接持
参。申込用紙は、スポーツセンター・
きらっとフロントにて配布。
❖第2部　
バスケットボール部対抗戦（早稲田
大学 vs 日本体育大学）：午前11時
45分～午後0時45分
西東京市スポーツセンター
　（ 042－425－0505）
◆スポーツ振興課 
　（ 042－438－4082）

クラブ名 日  　時 対　　象 募集人数 参加費（会員）
小学生バドミントン 毎週土曜日     午前９時30分～11時30分 小学3年～６年生 20人 月 2,000円
ジュニアバドミントン 毎週木曜日　  午後６時30分～８時30分 中学生 10人 月 2,000円

ミニバスケットボール 毎週土曜日     午後３時～５時30分
毎週水曜日     午後３時～５時 小学３年～6年生 20人 月 2,000円

ステージダンス 毎週日曜日　  午後1時～３時 幼児～大人 20人 月 2,000円

キッズ・チアクラブ
毎週日曜日
①午前９時30分～10時30分
②午前10時40分～11時40分

①小学４年～中学生
②４歳～小学３年生 10人 月 3,000円

【お詫びとお知らせ】
　多摩六都フェア「卒業団によるチャリ
ティコンサート」中止のお詫びとお知らせ
　12月3日実施を予定していました卒業
団によるチャリティコンサートは、舞台設
備の破損に伴う緊急点検のため、中止と
させていただきました。ご迷惑をお掛け
いたしました事、お詫び申し上げます。こ
れに伴う代替公演の詳細につきましては、
1月15日発行の「こもれびインフォメー
ション」、2月1日号市報・市 などでお
知らせする予定です。
◆文化振興課 （042－438－4040）

児童・生徒作品展


