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多摩六都科学館ナビ

「虫」「蟲」「ムシ」

　標本約3,000点が大集合！世界最大級の昆虫や美麗な
チョウなど、貴重な昆虫たちが待っています。昆虫に触
れるカブトムシ・クワガタハウスも開催。
a７月16日㈯～９月４日㈰午前９時30分～午後５時
※９月２日㈮は企画展閉場
※８月中は午後５時30分まで

g入館料　大人500円、小人（４歳～高校生）200円
j多摩六都科学館（p042－469－6100）
※休館日：７月４日㈪・11日㈪・19日㈫、9月1日㈭
（８月中は毎日開館）

　「虫」という漢字は、ものの形をか
たどって表した象形文字です。この
文字のもととなった生き物は実はヘ
ビで、カブトムシやダンゴムシと
いった「ムシ」と名の付く生き物では
ありません。それら小さな生き物は、
虫がたくさん集まりうごめいている
という意味の「蟲」という別の漢字で
表されていました。
　日本では昔、地面を這

は
ったりその

辺を飛んだりしている小さな生き物
をみんな「ムシ」と呼んでいました。
江戸時代の百科事典『和漢三才図会』
の「蟲」という項目にはハチもムカデ

もカタツムリも含まれています。と
ころが後に西洋科学が入ってくると、
生き物は形で分けられるようになり
ました。そして一般的に「虫」といえ
ば、体が3つの節に分かれた6本脚の
生き物＝昆虫を指すようになったの
です。ダンゴムシやゾウリムシなど、
昆虫ではない生き物にも「ムシ」と付
くものがたくさんいますが、これは
昔からの呼び名の名残なのです。

夏の特別企画展「ロクト大昆虫展2016」

a８月７日㈰午前９時ごろ～正午
bエコプラザ西東京
□出店資格　成人で市内在住の個人・
団体（業としている方を除く）
□募集区画数　43区画（１区画約3.5㎡）
※出店場所の選択は不可
i７月８日㈮（消印有効）までに、往
復はがきで参加者全員の氏

ふり
名
がな、代表者

の住所・年齢・電話番号、出店物（衣類・
雑貨など）を〒202－0011泉町３－12
－35ごみ減量推進課へ（応募は１世帯
１通。当日の参加者による申込に限る。
申込多数の場合は抽選）
※飲食物・動植物などの販売は不可
◆ごみ減量推進課
（p042－438－4043）

「西東京市からのお知らせ」
エフエム西東京（84.2MHz）
❶午後0時45分～1時（月～日曜日）
❷午後8時～8時15分（月～金曜日）

音声版「声の広報」も作成しています
「広報西東京」をデイジー版（CD－ROM）・テープ
版でお聴きになれます。 詳細は、 谷戸図書館
（p042ー421ー4545）へお問い合わせください。

ロクト・サイエンス・
コラム26

　平成26年度に認定した商品を対象に
参加を募りエントリーした34店から､
グランプリを決定します（グランプリ１
店、準グランプリ：店舗でのお食事部門・
お持ち帰り商品部門　各２店）。
　いっぴん総選挙は、消費者の皆さんの
投票参加によりイベントを盛り上げると
ともに、メディアを活用し事業を広くPR
することを目的としています。

□決定方法　認定商品購入者による一般投票、
運営委員会による審査、昨年度スタンプラリー
参加者からの声などにより決定
□一般投票方法　①エントリー店で認定商品を
含む500円以上の買い物をし、スタンプが押さ
れた投票用紙を受け取る
②２店目でも同様に買い物をし、①の投票用紙にス
タンプを押してもらう（同一店のスタンプは不可）
③スタンプを２つ集めたら、投票用紙に必要事
項を明記し､ 西東京商工会へ郵送（投票用紙が
なくなり次第配布終了）
□景品　投票いただいた方の中から抽選でグラ
ンプリ店のお食事券、一店逸品お土産セット
「いっぴん便り」などをプレゼント
□結果発表　９月中旬以降、専用khttp：//www.
ittenippin.com/で

一店逸品事業とは
　モノやサービスなど個店独自の「逸品」
を確立し、入りたくなる店づくりを推進
するため、市と西東京商工会が協力して
行っています。
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開催期間

1 自家製ソーセージ　ＣASUAL ＤINING ＢAR 昇雲
p042－446－7000　田無町2－2－3 スカイビル5階

2 オリジナルローストビーフ　Ｃａｓｕａｌ Ｄｉｎｉｎｇ 邑
p042－427－5046　田無町2－14－22

3 豚の角煮（ラフティ）　やんばる
p042－467－5355　田無町3－5－20－3

4 ライチ巻きの黒酢酢豚　中国家庭料理 墨花居 田無店
p042－451－8852　田無町4－24－1

5 和牛ハンバーグランチ　ニクバル・ボナペ（旧：スマイルズ・グリル）
p042－468－5151　田無町4－29－3

6 コラーゲンたっぷりの大山鶏雑炊　やきとり だるまさん
p042－467－2528　南町4－1－15 2階

7 健蔵の串揚げ　健蔵
p042－451－5808　南町4－4－2プリンスプラザ田無1階

8 札幌風味噌らーめん　丸め 田無ファミリーランド店
p042－469－5026　西原町4－2－9 田無ファミリーランド1階

17 天せいろそば　辰巳庵 ひばりが丘店
p042－423－0022　ひばりが丘北4－2－24

25 西東京梅酒　玉川屋
p042－461－8850　南町1－12－22

34 あんずどら焼　お菓子處 吉乃
p042－423－1541　北町5－1－31

9 ひばりバーガー　ＣＡＦＥ＆ＤＩＮＩＮＧ89
p042－410－2102　谷戸町2－10－1

10 一丸特撰みそらぁめん　中華そば一丸
p042－469－3278　柳沢6－1－2

11 だし厚焼玉子　磯料理 巽
p042－465－9660　保谷町3－14－19

12 五目釜めし　鳥ぶん
p042－462－6436　保谷町5－12－13

13 カレー南蛮うどん　辰巳庵 本店
p042－423－0023　東町3－11－2

14 ポテトサラダは店によって全然違う　ワイン酒場 いちぞう
p042－439－8691　ひばりが丘1－3－2 永山ビル2階

15 管理栄養士におまかせランチプレート　Café Run＆Happy
p042－439－3622　ひばりが丘北3－3－14 第2並木ビル３階

16 黒煮込み　日本酒ダイニング 吉之助
p042－423－6760　ひばりが丘北4－1－6

18 武蔵野カレー饂丼（うどん）　武蔵野肉汁うどん 金豚雲
p042－421－6066　ひばりが丘北4－3－30

19 どら夢すこ　い志井菓子店
p042－460－2220　田無町2－1－1 アスタB1階

20 西東京ソーセージ　手づくりハム工房 カッセル
p042－460－2986　田無町2－1－1 アスタB1階

21 一菓入魂 マドレーヌ「繊」　パティスリー ムッシュエム
p042－460－2900　田無町2－1－1 アスタB1階

22 武蔵野マドレーヌ　武蔵野菓子工房
p042－468－0218　田無町4－29－5

23 きみまろん　むさし梅月
p042－463－1688　田無町5－1－14

24 溶岩パン（プレーン・クルミ）　溶岩窯のパン工房 グラスハープ
p042－467－7800　田無町7－3－32

26 ショコラシエル　パティスリーオン
p042－439－8420　谷戸町3－10－2

27 もちもち食パン　石窯パン工房 ウーノ
p042－452－6565　柳沢6－4－3－105

28 たまり漬け干納豆　保谷納豆
p042－461－4573　南町5－6－18 イングビル3階西東京商工会

29 やぎサブレ　Ｂｉｓｃｕｉｔｔａ
p042－452－1616　保谷町3－26－19

30 クリームパン　パンステージ マイ
p042－450－5031　富士町3－4－12

31 ライ麦パン　パンの家ぐれいぷ　※水曜日のみ販売
p042－424－3272　東町2－16－24

32 プチシュークリーム　菓子工房KIQCHI
p042－425－3818　東町3－11－2

33 きんぴらごぼうかりん糖　旭製菓
p042－421－4156　泉町5－16－3

j西東京商工会（p042－461－4573）
◆産業振興課o（p042－438－4041）

店舗でのお食事部門

お持ち帰り商品部門

エントリー店の紹介

「りさいくる市」フリーマーケット出店者募集

a７月３日㈰
　午前９時ごろ～正午
b田無庁舎市民広場
※環境保護のため徒歩・自転車での来
場にご協力ください。
※当日、地元産野菜の販売、茶わんのリサ
イクル、猫の里親探し・譲渡会があります。
◆ごみ減量推進課（p042－438－4043）

　会場で、次の資源品を無料で回収します。
受付までご持参ください。

資源物の持込回収
　会場で、次の資源品を無料で回収します。

資源物の持込回収りさいくる市

プラスチック
製品

バケツ・
ポリタンク・
プランター・
カゴ・ごみ箱など

陶磁器食器
※ごみ資源化
市民会議主催

茶わん・皿・小鉢・湯飲み
※ガラス・花瓶・
土鍋・自作品は
回収不可

茶わん・皿・小鉢・湯飲み
※ガラス・花瓶・

　市では、ものづくり産業の育成支援
の一環として、製造業を中心に市内事
業者の活動を広く紹介するため、『西
東京市 匠NAVI』を発行しています。
　四半期ごとの発行で最新号の７月号
（通算第８号）は、７月１日から配布し

ます。ぜひ、ご一読ください。
□配布場所　産業振興課（保谷庁舎３
階）・両庁舎総合案内・公民館・図書館・
西東京商工会（保谷・田無各事務所）など
◆産業振興課o
（p042－438－4041）

『西東京市 匠
たくみ

N
ナ ビ

AVI』伝えたい！ 私の街の産業ニュース

昔からの呼び名の名残なのです。

虫

蟲


