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人口／19万4,548人 （71減）
　男 ／ 9万5,462人（12減）
　女 ／ 9万9,086人 （59減）
世帯／ 8万9,427  （33減）

人口／3,192人 （21減）
　男 ／1,406人（10減）
　女 ／1,786人 （11減）
世帯／1,555  （24減）
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にしはらスポーツクラブ
第７回ソフトバレーボール大会

参加チーム募集！！

　西原自然公園内の植栽を行います。
□集合場所　公園内中央の東屋の前
軍手、作業のできる服装
当日現地で受け付け（小学生は保護者

同伴）
※この公園内樹木の伐採や育成の作業は、
公園管理協力団体の『西原自然公園を育成
する会』と市の協働で行っています。
◆みどり公園課 
　( 042－438－4045)

似合うカラーで自分磨き
　①カラーで高感度アップ
　②チャート作成で幸運ゲット
・ ２回参加できる方・20人
鶴﨑紀子さん（㈶日本色彩研究所認定・

色彩指導者）
２月16日㈭ 午前9時から電話で下記へ。
□保育あり
・ 生後6か月以上未就学児・15人（申
込順）
２月16日㈭ 午前9時から電話で下記へ。
◆男女平等推進センター
　（ 042－439－0075）

　今、何をすべきか一緒に考えよう。
20人（申込順）
森田明美さ

ん（東洋大学教授・NPO
子ども福祉研究所理事長）

□保育あり
・ 生後6か月以上の未就学児・15人

（申込順）
講座・保育ともに２月16日㈭ 午前9時

から電話またはEメールで下記へ。
◆男女平等推進センター
　（ 042－439－0075・
    kyoudou@city.nishitokyo.lg.jp）

　年度末を迎えて、決算処理の仕方や新
しい「NPO法人会計基準」について、NPO
会計の専門家が分かりやすく説明します。
市民活動団体やＮＰＯ団体の関係者、

市民活動に興味・関心のある方
２０人
柱山歩さん（税理士）
５００円（資料代）
電話・ファックス・Ｅメールで、　①団

体名・氏名（ふりがな）　②住所　③電話
番号を明記し、３月２日㈮までに市民協働
推進センターゆめこらぼ「会計講座」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）

　市民公募による市の男女平等に関す
る事業を企画運営する委員会が主催す
る会です。
　男女平等推進センターパリテの活動
への皆さんのご意見をお聞かせくださ
い。パリテの登録団体のほか、どなた
でも参加できます。
□保育あり
・ 生後6か月以上未就学児・15人（申
込順）
２月16日㈭ 午前9時から電話で下記
へ。
◆男女平等推進センター
　（ 042－439－0075）
　

　市民講座の講師として活躍の大内俊さ
んをお招きして「世界を視る目、世界を読
み解く鍵」をテーマとした講演と中国楽器
「二胡」の演奏を行います。
１５０人（入場無料）
◆明るい選挙推進委員会・選挙管理委
員会事務局  （ 042－438－4090）

パパが学ぶ、
被災地の子どもの育ち支援、
そして地域、家族のこと

 3 4日
午前10時～正午
住吉会館ルピナス２階

今！図書館がおもしろい！！今！図書館がおもしろい！！

 2 25土
午前10時～正午
住吉会館ルピナス２階
※当日、直接会場へ

男女平等推進センター
企画運営委員の報告と懇談の集い

　親子で一緒に「食」を通じて環境に
ついて考えてみませんか。
3月10日㈯ 午前10時30分～午

後１時
□メニュー　エコノミ焼き
市内在住・在学の小学生とその保
護者
12組24人（抽選）
西東京市エコ・クッキングナビ

ゲーター

❖親子でエコ・クッキング！

２月２４日㈮ 午後３時３０分～４時３０
分
保谷駅前公民館
・ ３歳以上・４０人（先着順）
当日、直接会場へ
◆保谷駅前図書館
　（ 042－４２１－３０６０）

２月２５日㈯ 午前１１時～正午
中央図書館
「セロひきのゴーシュ」ほか
□公演者　おはなしａｑｕａ（アクア）
５歳以上（５歳未満は保護者同伴に
て可）
当日、直接会場へ
◆中央図書館（ 042－４６５－０８２３）

　福島第一原発事故から１年、子どもた
ちの未来のために、もうひとつの道につい
て考えてみませんか。
３月７日㈬ 午前１０時～正午（午前９時

４０分開場）
保谷駅前公民館
５０人（申込順）
田中優さん（未来バンク事業組合理事

長。立教大学大学院・和光大学大学院
非常勤講師。著書「地宝論」「原発に頼
らない社会へ」ほか）
２月１７日㈮ 午前１０時から開館時間中
に下記へ電話または来館。
◆保谷駅前図書館
　（ 042－４２１－３０６０）

　東日本大震災から１年を迎えるこの
時期に、「遠野物語」や関東大震災の記
録から歴史を振り返り、民俗学を通して
現代を生きていくための知恵と教訓を探
ります。
３月１０日㈯ 午後２時～４時（午後１時

３０分開場）
柳沢公民館
石井正己さん（市内在住、東京学芸大

学教授、遠野物語研究所研究主幹）
1００人（申込順）
３月１日㈭ 午前１０時から開館時間中

に下記へ電話｡
◆中央図書館（ 042－４６５－０８２３）

 3 3土
午前10時 ～ 正午（雨天
決行、荒天の場合、4日㈰
に順延）西原自然公園

樹木の植栽
～20 年後の大きな成長を願って～

 3 5月
午後６時～８時３０分
イングビル３階

NPO会計講座
～ＮＰＯ法人の決算処理～

おはなしひろば冬まつり

宮沢賢治の紙芝居

講演会「災害と民俗学」講演会
「原発に頼らない社会へ
－未来のための今を考える－」

科学あそび「つくってみよう！
おもしろ分光器☆水の万華鏡」

 2 29水
午後１時３０分～４時
コール田無
※当日、直接会場へ

明るい選挙推進委員会
啓発講演会

エプロン、三角巾、ハンドタオル、
飲み物
2月26日㈰までに、電話・ファッ

クスで氏名・住所・電話番号・年齢
を添えて下記へ。抽選結果は、3月
3日㈯までに電話で連絡します。
◆エコプラザ西東京
 　（ 042－421－8585・
042－421－8586）　

（電話受付：午前9時～午後5時）

３月20日㈷ 午後０時30分～５時
きらっと
□参加資格　クラブ会員・市内在住・
在勤・在学者・近隣市民
□募集要項　24チーム（１チーム６
人以内）　①一般の部（コート内に男
子１人まで可）　②シニアの部(チー
ム全員50歳以上 )
□参加費　クラブ会員：１人400円、
一般：１人600円
申込用紙・参加費を持参のうえ、3
月11日㈰までに直接にしはらスポー
ツクラブへ。申込用紙はにしはらス
ポーツクラブにあります。
にしはらスポーツクラブ

（西原町4－5－6・ 042－467－9919）
※毎週月曜休館
◆スポーツ振興課 
　（ ０４２－４３８－４０８１）

 3 3土
  ・10土

午前10時～正午
住吉会館ルピナス２階
（2回講座）

就職支援講座
～カラーコーディネイト～

・ ３月１７日㈯・ひばりが丘図書館
①午前の部　午前10時10分～正午
「おもしろ分光器をつくろう！」
・ 未就学児～小学１･２年生（保護者
同伴可）・１８人
②午後の部　午後2時～4時
「水の万華鏡をつくろう！」
・ 小学３～６年生・１８人
坂口美佳子さん（科学読物研究会）
３月1日㈭～１５日㈭の開館時間中に

下記へ来館。
◆ひばりが丘図書館
　（ 042－４２４－０２６４）


