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人口／19万4,430人 （118減）
　男 ／ 9万5,395人（ 67減）
　女 ／ 9 万9,035人 （ 51減）
世帯／ 8万9,327  （100減）

人口／3,189人 （3減）
　男 ／1,397人（9減）
　女 ／1,792人 （6減）
世帯／1,547  （8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

在住・在勤・在学で、大学・大学院・専
攻科・研究科などで音楽を専攻した卒業
者（大学院生を含む。）およびこれに準ず
る３０歳未満の方（４月１日現在）
□募集人数　４人（ソプラノ、アルト、テ
ノール、バス各１人）
□共演　２０１２こだいら合唱団、小平市
民オーケストラ
□指揮　小笠原吉秀さん（小平市民オーケ
ストラ創立指揮者）
□本番
・ １２月16日㈰・ルネこだいら
□練習
・ １２月8日㈯午後、15日㈯午後・
ルネこだいら ※練習すべてに出席可能で
あること
３月３１日㈯（消印有効）までに、所定の
申込書に記入のうえ、録音音源を添えて、
小平市文化振興財団「２０１２こだいら合
唱団小平市民オーケストラ演奏会」　　
ソリスト募集係（〒１８７－００４１ 小平市
美園町１丁目８番５号）へ
□申込書　企画政策課（田無庁舎3階）
および小平市文化振興財団 （http://
www.runekodaira.or.jp/）
（公財）小平市文化振興財団　
　（小畑 ０４２－３４５－５１１１）
◆企画政策課 
　（ 042－460－9800）

障害者の就労の現状について、当事者
の経験談を伺い、障害者雇用についての
認識を深めるための公開講座です。
当日までに電話またはファックスでフレ

ンドリー事務所へお申し込みください。
障害者総合支援センターフレンドリー

（ ０４２－４５２－００８７・ ０４２－４５２
－００７６）
◆障害福祉課
　（ 042－438－4034）

　新１年生はもちろんのこと、ご家族で
交通安全について学べる企画です。
警察官による交通安全のお話、人形劇

による交通安全に関する劇など
◆道路管理課
（ 042－438－
4055）

　春の全国交通安全運動が4月6日㈮～
15日㈰まで実施されます。春の交通安
全運動期間前にぜひ、運転者講習会に
ご参加ください。
西東京市交通安全協会
　（清水・ 042－461－2210）
◆道路管理課 
　（ 042－438－4055）

　「西東京市子ども読書活動推進計画」
に関わる行政の取り組みや、子ども読書
活動に関わる市民団体の作成したパネル
を展示します。
◆中央図書館（ 042－465－0823）

多摩六都フェア
ヘンデルのメサイア（抜粋）に
出演するソリストを募集します。
□応募資格　原則として、小平市、東村
山市、清瀬市、東久留米市、西東京市に

おはなし「わらのうし（ウクライナの昔話）」
紙芝居「いなむらの火」ほか　
３歳以上（３歳未満は保護者同伴にて可）
□公演者　おはなしａｑｕａ（アクア）
◆中央図書館（ ０４２－４６５－０８２３）

 3 24土
午前11時～正午
中央図書館
※当日、直接会場へ

春のうきうきるんるん紙芝居と
おはなしスペシャル

 3 25日
午後１時３０分～3時
フレンドリー２階　

障害者雇用について考える
～経験者の体験談を踏まえて～

 3 26月
午前10時～正午
田無自動車教習所
（雨天の場合は西東京市民会館）

新入学児童
交通安全の集い

　液体ちっ素を使った実験をしたり、
燃料電池を使った発電に挑戦してみま
せんか。楽しい実験を通して、環境問
題について考えてみよう。
3月26日㈪ 午前10時～正午
小学５年生以上の親子（子どものみ

の参加可）
40人（申込順）
東京ガス社員
3月17日㈯ 午前9時より、電話・

❖環境体験学習「環境にやさしいエネルギーってなぁに」
ファックス・Ｅメールで、氏名・住所・
電話番号・年齢を添えて下記へ。
エコプラザ西東京

（ 042－421－8585・ 042－421
－8586・ ecoplaza@city.nishitokyo.
lg . jp）
（電話受付：午前9時～午後5時）
◆環境保全課
　（ 042－438－4042）

①3 27火・
②　29木

午後7時
①保谷こもれびホール　
②西東京市民会館　
※当日、直接会場へ

運転者講習会

　市では、ごみの減量と資源の再利
用促進のため、「りさいくる市」フリー
マーケットを開催します。
４月～１２月までの第1日曜日
午前９時～正午
エコプラザ西東京（4・6・8・10・

12月）、田無庁舎市民広場（5・7・9・
11月）
出店を希望される方は、開催1か

月前の市報で日程を確認のうえ、往
復はがきに、①住所　②氏名（ふり
がな）③電話番号　④年齢　⑤参
加人数　⑥出店物（衣類・雑貨な

ど）
を明記のうえ申し込みください。
（1日～10日の消印有効）
〒202－0011 泉町3－12－35エコ
プラザ西東京内ごみ減量推進課へ。
□出店資格
　市内在住のリサイクルに関心のある
個人・団体で成人の方（業としている
方は除く）
□注意事項
【申し込み】　
　1世帯につき1通のみで、電話・来
庁での申し込みはできません。出店
場所の選択は不可。

　飲食物・動物などの販売は不可。
【申し込み後】
　応募多数の場合は抽選となります。
当選した方で、出店ができなくなった
場合は、必ずごみ減量推進課までご
連絡ください。
【当日】
　開催時間前に搬入と設営をし、正
午には、片付けていただきます。
①エコプラザ西東京での開催は、専
用の駐車場はありませんので、一旦
車を引き揚げてください。
②田無庁舎市民広場での開催は、
庁舎玄関前のロータリーが使用でき
ないため、有料駐車場に入れて搬入・
搬出をしていただきます（駐車料金
は全額、出店者の負担となります）。
小雨決行ですが、大雨などの場合は
中止となり、延期開催はありません。
（エコプラザ西東京は屋内開催のた
め雨天決行）
　物品の売買についてのトラブルは、
当事者間の問題となり、市では責任を
負いかねます。
◆ごみ減量推進課
　（ 042－438－4043）

４月1日㈰
午前９時～正午

エコプラザ西東京
※来場者用の駐車場はありません。

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

平成24年度「りさいくる市」フリーマーケット

総合型地域スポーツクラブ「ココスポ東伏見」武道体験イベント開催！！

「目で見る西東京市
子ども読書活動推進計画」

パネル展
3 　28水
 ～30金

午前８時３０分～午後５時
（初日午前１１時から、
最終日午後３時まで）　
田無庁舎2階ロビー

　日本伝統の武道を通して礼儀作法を
学び、武道の精神に触れてみよう！ 華
麗な演技披露や専門の指導者による体
験入門ができます。
４月１日㈰午後3時～5時

（受付：午後2時30分～）
スポーツセンター

□参加資格　小学生以上（新１年生含
む）の市内在住、在勤、在学者、近隣市民
300人
少林寺拳法、空手、合気道、相撲の

　市民の皆さんに、市の情報をお届けし
ている広報「西東京」の紙面デザインが、
次回の４月１日号より新しくなります。
　読者である市民の皆さんに、「より見やす
く、親しまれる広報」を目指し、全体のデ
ザインを一新するとともに、見やすい文字

体験およびデモンストレーション
当日直接会場へ
※運動ができる服装で体育館履きをご
用意ください。
□ゲスト　栗田佳織さん（少林寺拳法日
本チャンピオン）
総合型地域スポーツクラブ「ココスポ
東伏見」（ 042－452－3446※月曜
日休館）
◆スポーツ振興課 
　( ０４２－４３８－４０８１)

や見出し（ユニバーサルデザインフォント
採用）にこだわった紙面作りをします。
　今後とも、広報「西東京」をどうぞよろ
しくお願いします。
◆秘書広報課 
　（ ０４２－460－9804）

広報「西東京」が
リニューアル
します！

４月１日号
をどうぞ

お楽しみに！！


