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平成26年８月１日現在（　）は先月比

●住民登録 （うち外国人住民）
人口／19万7,907人（ 20増） 人口／3,097人
男 ／9万6,904人 （ 4増） 男 ／1,455人
女 ／10万1,003人（ 16増） 女 ／1,642人
世帯／9万2,368 （ 8増） 世帯／1,688

人口と世帯
総人口 19万7,907人
（20増）

認知症サポーター養成講座

９月６日㈯ 午前10時30分～正午
（10時15分開場）　ふれあいセンター
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ロクトサイエンスレクチャー
陽子加速器で宇宙の謎に迫る
　素粒子って何だろう？
　加速器って何ができるの？
　飲み物を片手に、皆さんの疑問を解
き明かすサイエンスカフェです。
a９月20日㈯午後３時30分～５時
d・e中学生以上・80人
f多田将さん（高エネルギー加速器研究
機構・素粒子原子核研究所助教）
g入館券（展示室）大人500円、高校

生以下のイベント参加者は無料
i９月８日㈪（必着）までに、当館k・
館内の申込書またははがきに、住所・
氏名（ふりがな）・年齢（学年）・電話番
号・開催日・イベント名を明記し、j
へ（申込多数の場合は抽選し、当選者
のみ参加券を送付）
j多摩六都科学館（〒188－0014芝久保
町５－10－64・p042－469－6100）

　戦争末期、死を覚悟した１人の兵士
が、妻から送られた１枚のはがきを戦
友に託し、はがきを読んだことを妻に
伝えてほしいと頼みます。
　新藤兼人監督が自らの戦争体験をも
とに撮影した最後の作品です。
　「広島平和の旅」参加者による報告会
も予定しています。
□出演　豊川悦司・大竹しのぶほか

◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046）

c「ひもかとおもったら」「しあわせの花」ほか

d３歳児以上（３歳児未満は保護者同伴）
□共催・公演　みみぃちゃんの紙芝居
◆中央図書館（p042－465－0823）

　市内でバラ園を管理しているボラン
ティア団体による理論と実技の講座です。
b・c西東京いこいの森公園・講義（１
～３回）、芝久保バラ園・実践（４～６回）
e30人（申込多数の場合は抽選）
g5,000円（６回分教材・資料代）
i９月４日㈭（消印有効）までに、往復
はがきに住所・氏名・年齢・電話番号・
バラ栽培での悩みなどを明記し、〒188
－0011田無町4－21－8－103小山田
勇治気付西東京花の会「バラ栽培教室」
係へ
□共催　NPO法人西東京花の会
◆みどり公園課o（p042－438－4045）

夏休み平和映画会
「一枚のハガキ」
８月23日㈯ 午後１時30分（１時開場）
西東京市民会館　※当日、直接会場へ

時短＆すっきり！エコ掃除のツボ
～クエン酸や重曹でピカピカに～

９月24日㈬ 午前10時
消費者センター

夏のわくわくドキドキ紙芝居
スペシャル！
８月30日㈯午前11時～正午
中央図書館　※当日、直接会場へ

バラ栽培実践教室（全６回）

９月～翌２月　第２金曜日
（２月のみ第１金曜日）午後１時～３時30分

　NPO市民フェステバルに参加し、
活動紹介をしませんか。
a11月22日㈯午前10時～午後４時
bきらっと
d主に市内で活動しているNPO法人
や市民活動団体
i10月11日㈯までに、電話・ファクス・
Eメールで、件名「NPO市民フェスティ
バル」・団体名・担当者名（ふりがな）・

住所・電話番号を添えてjへ
□事前説明会
a10月17日㈮午後６時30分～８時
bきらっと
j市民協働推進センター（p042－497
－6950・l042－497－6951・
myumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp）
◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046）

ＮＰＯ市民フェスティバル参加団体を募集

  発表者募集
　日本で生活して感じたこと、母国へ
の思い、市とのつながりなど、日本語
でスピーチしてみませんか。日本語や
スピーチのうまさは競いません。
□スピーチ時間　８分以内
d市内在住・在勤・在学（日本語教室
を含む）で、日本語を母語としない16
歳以上の方

e10人（申込多数の場合は、内容や国
籍・年齢などが偏らないように調整）
i９月４日㈭（消印有効）までに郵送・
Eメールで、住所・氏名（ふりがな）・
年齢・電話番号・所属（勤務先・学校・
日本語教室など）・自己紹介・スピーチ
概要（100～400字）を明記しjへ
※郵送宛先・Ｅメール件名に「日本語
スピーチコンテスト」と記載

j西東京市多文化共生センター（〒188
－0012南町５－６－18イングビル１
階・p042－461－0381・m info@
nimic.jp）
◆文化振興課o（p042－438－4040）

□共催　NPO法人西東京市多文化共
生センター（NIMIC）

  審査員募集
d市内在住・在勤・在学で16歳以上の方
e８人（申込多数の場合は、年齢・性
別などが偏らないように調整）
i９月４日㈭（消印有効）までに郵送・

Ｅメールで、住所・氏名（ふりがな）・
年齢・職業・応募理由を明記しjへ
※郵送宛先・Ｅメール件名に「日本語ス
ピーチコンテスト市民審査員」と記載

日本語スピーチコンテスト 2014
a10月５日㈰午後１時～５時
　（交流パーティーを含む）　
bコール田無

c①認知症について　②認知症サポー
ター100万人キャラバンについて　
③認知症の方を地域で支えるためには
d市内在住・在勤で、認知症サポー
ター養成講座を受講したことのない方
i８月25日㈪までに、電話で下記へ
e30人（申込順）
※参加者にはサポーターの証しである
オレンジリングを差し上げます。
※５人以上集まれば、市内どこでも出
張講座をします。
◆高齢者支援課o
（p042－438－4102）

　掃除といえば年末！と思っていませ
んか。実は、油汚れのゆるむ秋の方が
冬よりも掃除に適しています。クエン
酸や重曹の特性を実験で体感するなど
すぐに実践できるコツを紹介します。
e20人（申込多数の場合は抽選）
i８月31日㈰（必着）までに、往復はが
き・ファクス・Eメールに件名「エコ掃
除」・住所・氏名・電話番号（ファクス
の場合は返信先）を明記し下記へ
◆消費者センター（p042－425－
4141・l042－425－4041・mky
oudou@city.nishitokyo.lg.jp）

季節の歴史散歩編
大好きです

西東京

　西東京市には、かつて多くの軍需工
場がありました。また、お隣の武蔵野
市には、今の武蔵野中央公園（武蔵野
市八幡町２－４－22）周辺にゼロ戦の
エンジンなどを作っていた「中島飛行
機武蔵製作所」があり、昭和19年11
月24日以降、10回以上もの空襲を受
け、多くの方が亡くなりました。東伏
見稲荷神社（東伏見１－5－38）の階段
の途中にはその慰霊碑があります。
　こうした軍需工場などを狙った空爆
は、一般市民にも多くの被害をもた
らしました。昭和20年７月29日には
現在のしじゅうから第二公園付近に、
長崎への原爆投下をにらんだ模擬爆弾

が落とされ３人
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戦災者慰霊塔などがあります。
　若い命も多く失われました。武蔵野

女子学院高等学校（新町1－11－20）
の構内には、勤労学徒として作業中に
亡くなった４人の学生を弔う「散
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申塔（泉町2－3－2）や宝樹院の六角
地蔵（泉町2－7－25）など、空爆の被
害を受けた石仏なども、悲惨な過去を
今に伝えています。

　田無駅前の平和のリン
グは、太い方から「過去」「現
在」「未来」を表す３重の輪で
デザインされています。平和
で豊かな未来を過去や現在が力強く支
えていく努力を伝えているそうです。
その基礎部分には市民参加で作られた
非核・平和都市宣言が刻まれた碑があ
ります。

◆社会教育課o（p042－438－4079）
◆秘書広報課n（p042－460－9804）

宝樹院の六角地蔵
爆風で壊れたものを修復。顔の雰囲気の異なるもの
は、新たに頭部を作製したもの

平和のリング（田無駅北口）

８月15日は終戦記念日
が落とされ３人

なった方も大勢

　このような
方々を弔う慰霊

意

15－7）境内の

平和観音（総持寺山門手前）

市内にある戦争に関わる
記念碑などをご紹介

ふるさと
 発見！
❻

市内の情報をお届けします


