
イベント NEWS 西東京をもっと楽しむ情報満載！

人口と世帯
総人口 19万8,014人
（42増）
平成24年6月1日現在（　）は先月比

●住民登録 ●外国人登録
人口／19万4,796人 （ 79増） 人口／3,218人（ 37減）
男 ／9万5,607人 （ 5増） 男 ／1,441人（ 7減）
女 ／9万9,189人 （ 74増） 女 ／1,777人（ 30減）
世帯／8万9,842 （ 41増） 世帯／1,570 （ 40減）

No.283
平成24年（2012）

6 15

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  ファクス  メール  田無庁舎  保谷庁舎凡例

　縄文時代ムラの跡、下野谷遺跡公園
にある「からむし」という草で糸を作り、
縄文風の編み方でコースターを作って
みませんか。子どもも大人も楽しめます。
①糸作り　②布作り
・ 小学４年生以上で２日とも参加
できる方・20人（申込順）
6月18日㈪から電話・ファクス・E

メールで、氏名・年齢・住所・電話番
号を明記し、下記へ。
◆社会教育課 
（ 042－438－4079・ 042－
438－ 2021・ syakyou@city .
nishitokyo.lg.jp）

　昨年の震災時に、市内の国際交流団
体が多言語および「やさしい日本語」で
災害情報の提供に協力しました。その
事例を基に、誰にとっても分かりやす
い言語表現について考えます。
100人
松尾慎

しん
さん（東京女子大学）、NPO法

人西東京市多文化共生センターほか

◆文化振興課 （ 042－438－4040）

　市内の少年野球チームを対象とした
野球教室を観覧してみませんか。
□共催　早稲田大学競技スポーツセン
ター・多摩東部少年野球リーグ
□協力　早稲田大学野球部・早稲田大
学準硬式野球部
◆スポーツ振興課 
（ 042－438－4081）

　第２回は、「Bこもれ日の道コース」
（2.7㎞）を歩きます。
水筒・雨具など

◆みどり公園課 
（ 042－438－4045）

　東大農場がまちの里山なら、石神井
川はまちの「里川」。ホタルを通して石
神井川の清流復活を一緒に考えてみま
せんか。
・ 市内在住・在勤者・20人
末
すえ

光
みつ

正忠さ
ん（MeC西東京代表）

電話・ファクス・Eメールで、住所・
氏名（ふりがな）・電話番号を添えて、
７月５日㈭までに市民協働推進セン
ターゆめこらぼ「ゆめサロン」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）

ゆめこらぼ「ゆめサロン」
石神井川を清流に、西東京
に再びホタルを！
７月６日㈮ 午後６時30分～８時
イングビル１階

講演会
誰もが利用できる言語サービス
～東日本大震災から
７月12日㈭ 午前９時30分～11時30分
保谷庁舎４階（当日、直接会場へ）

縄文時代の布づくりに
チャレンジ！
①７月８日㈰・下野谷遺跡公園
②７月27日㈮・郷土資料室
いずれも午後１時～３時30分（計2回）

６月24日㈰ 午前８時45分～正午
早稲田大学東伏見野球場・準硬式野球場
※雨天中止

早稲田大学野球教室

６月27日㈬ 午前９時30分～正午（予定）
保谷駅南口２階デッキ集合・解散
※雨天中止　※当日直接会場へ

みどりの散策路を歩こう

イベント NEWS

 多摩六都フェア フレッシュコンサートの
オーディション参加者を募集

　このコンサートは、音楽文化普およ
び向上のため、圏域内外で活動してい
る若い音楽家の皆さんに、より多くの
発表の場を提供することを目的に開催
します。
オーディション…８月10日㈮午前

10時～午後３時30分（予定）、コン
サート…10月６日㈯午後２時開演
いずれも東村山市立中央公民館
圏域市民などの出演希望者から、

コンサートで演奏する５組と新人５組
を選考。
①各音楽大学長または学部長推薦

の大学生　②大学・大学院・専攻科ま

たは研究科などで音楽を専攻した卒業
者およびこれに準ずる30歳（４月１日
現在）までの方
７月12日㈭までに、参加申込書を

〒189－0014東村山市本町２－33－
２東村山市立中央公民館へ直接持参ま
たは郵送。
※参加申込書は企画政策課（田無庁舎
３階）で配布するほか、東村山市立中
央公民館 からもダウンロード可。
東村山市立中央公民館

（ 042－395－7511）
◆企画政策課 
（ 042－460－9800）

　スポーツ祭東京2013開催500日前
にあたる５月16日㈬に、両庁舎でカウ
ントダウンボードの除幕式を行いました。
　スポーツ施設指定管理者および都立
田無工業高校の協賛・製作により、手
作り感あふれるカウントダウンボード
が寄贈されました。製作した生徒から
は、「外から釘を打たず、気持ちよく

見えるように工夫しました」などのコ
メントがありました。田無庁舎は２階
ロビー、保谷庁舎は１階ロビーに設置
しました。ぜひご覧ください。
◆スポーツ振興課 
（ 042－438－4082）
◆秘書広報課 
（ 042－460－9804）

スポーツ祭東京2013
～第68回国民体育大会～
田無工業高校の生徒が製作した
カウントダウンボードを設置しました

市内のできごとや、
身近な情報をお届けします大好きです

西東京

カウントダウンボードを製作した高校生

　プラネタリウムドームが、７月７日㈯に
オープンします。１億4000万個の星が
きらめき、宇宙の果てまでを全天周投
影できる大型映像をお楽しみください。
７月７日㈯～20日㈮

プラネタリウム…①午前10時30分　
②午後１時10分　③３時50分から

大型映像…午前11時50分、午後２時
30分から

７月21日㈯からは、キッズプラネタ
リウムも始まり、投影時間が変わりま
す。お問い合わせください。
大人1000円、小人（４歳～高校生）

400円　※展示室券を含む
多摩六都科学館

（ 042－469－6100）

プラネタリウムが
リニューアルオープン

★多摩六都科学館ナビ★★多摩六都科学館ナビ★

　市では毎年、原爆犠牲者を慰霊し、
平和への決意を新たにする平和記念式
典に市民を派遣しています。被爆地で
ある広島を訪れ、戦争とは何か、平和
の意義とは何かについて考えます。
８月５日㈰～６日㈪（１泊２日）

□コース　５日：東京駅集合～広島駅
～平和記念資料館～ホテル
６日：式典参加～市内見学～東京駅解散
□交通　新幹線
小学生と保護者、または中学生以

上の市内在住・在学・在勤者
８人（応募多数の場合は抽選）
２万円（小学生とその保護者の場合

は２人で３万円）
往復はがきまたはEメールに、住所・

氏名・年齢・性別・電話番号、市内在

勤・在学の方は勤務先または学校名を
明記し、６月29日㈮（必着）までに、
〒202－8555市役所協働コミュニ
ティ課「広島平和の旅」係へ。
kyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

□事前学習会　平和の旅をより充実し
たものにするため、事前学習会を行い
ます。
・ ７月26日㈭午前10時・田無庁
舎２階
□広島平和の旅報告会　平和の旅で学
んだこと、感じたことなどを平和映画
会の当日に報告します。
・ ８月25日㈯午後２時・西東京
市民会館
◆協働コミュニティ課 
（ 042－438－4046）

・ ７月22日㈰・向台運動場ほか

①午前９時～10時30分
②午前11時～午後０時30分
※小学１・２年生は11月３日㈷開催
予定　※雨天中止
①市内在住の小学３年生

 ②市内在住の小学４年生
運動できる服装・サッカーシュー

ズ（運動靴可）・スネ当て・サッカーボー
ル・帽子・飲み物・汗拭きタオル
市内のサッカーチームに所属して

いる方…チームでまとめて申し込み。

チームに所属していない方…スポーツ
センター・きらっと・総合体育館で所
定の申込用紙に記入のうえ、７月15
日㈰午後５時までに申し込み。
□運営協力　西東京市サッカー協会・
西東京市少年サッカー連盟・NPO法
人西東京市体育協会
西東京市スポーツセンター

（ 042－425－0505）
◆スポーツ振興課 
（ 042－438－4081）

広島平和の旅参加者募集
～平和記念式典と原爆ドームなどを見学～

７月１日㈰ 
午前９時～正午

り る市いさ く
田無庁舎市民広場
※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、猫の里親探し・譲渡会などを予定し
ています。
◆ごみ減量推進課
（ 042－438－4043）

少年・少女サッカー教室
　J１で活躍するFC東京の協力により、FC東京専属コーチから
直接指導が受けられます。


