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ミッキーとあそぼう!! 親子で
エコダンスとリユース〜春休み〜

３月24日・31日、４月７日の各㈮  
午前10時〜11時30分
エコプラザ西東京　※当日、直接会場へ

cエコダンス・親子体操・障害物遊び・
リユース活動（家庭の不用品譲り合い）
d乳幼児〜小学２年生と保護者（市内
在住・在勤）
e各25組（先着順）
h飲み物・タオル・子どもの名札（用
意できる方）・室内履き（はだし可）
jエコプラザ西東京
（p042－421－8585）
◆環境保全課（p042－438－4042）

英語・中国語・韓国語できく 
いろんなことばでたのしむ おはなし会
３月24日㈮  午後２時〜３時
中央図書館　※当日、直接会場へ

cネイティブによる絵本の読み聞か
せ、手あそび・ことばのゲーム
d幼児以上（国籍不問）
◆中央図書館（p042－465－0823）

春のうきうきるんるん
紙芝居・おはなしスペシャル！
３月25日㈯  午前11時〜正午
中央図書館　※当日、直接会場へ

c絵本「コッケモーモー！」、おはな
し「おだんごぱん」ほか

d３歳児以上（３歳未満は保護者同伴
にて可）
□公演　おはなしa

ア ク ア

qua
◆中央図書館（p042－465－0823）

春のスポレク！
３月26日㈰ 午後２時〜４時
スポーツセンター　※当日、直接会場へ

　子どもから大人まで遊びながら楽し
めるレクリエーションスポーツがいっ
ぱい！ 光線銃で的を当てるビームラ
イフルや車いすスポーツなどの体験を
はじめ、今話題のスラックラインにも
挑戦できます。
h室内シューズ
※詳細は、スポNAVIkをご覧ください。
jスポーツセンター
（p042－425－0505）
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

「創業補助金」申請ワークショップ
３月30日㈭  午前10時〜正午
コール田無

　平成29年度に国や都が実施する「創
業補助金制度」の概要や申請方法のポイ
ントのほか、創業に役立つ制度やセミ
ナー情報をお伝えするワークショップ
を多摩信用金庫との共催で開催します。

d創業を目指している方
e15人（申込順）
i多摩信用金庫創業支援センター
TAMA事務局
（p042－526－7766）
◆産業振興課o
（p042－438－4041）

講演会 世界の食卓
３月30日㈭ 午後１時30分〜４時
コール田無　※当日、直接会場へ

　国際経験豊かな講師をお招きし、世
界の食文化から見える国民性について
考えます。
e150人（先着順）
□共催　西東京市明るい選挙推進委員会
◆選挙管理委員会事務局o
（p042－438－4090）

ねむっている着物で作
さ

務
む

衣
え

を
作ろう！（全３回）
４月21・28日、５月12日の各㈮
午前10時〜午後３時30分
エコプラザ西東京
　たんすの中に眠ったままの着物や反
物はありませんか？ 作務衣（上着）に
リフォームして日常生活でもう一度活
用しましょう。
d市内在住・在勤・在学の18歳以上で、
全日参加できる方
e15人（申込順）
h着なくなった着物（１枚分）または
反物（１反分）、裁縫道具一式、くけ台・
かけはり（あれば）、昼食
※４月７日㈮午前中に、使用する着物

（糸をほどいてアイロンをかけたもの）
または反物をエコプラザにお持ちくだ
さい。
i３月17日㈮午前９時から電話・ファ
クス・Eメールで住所・氏名・年齢・
電話番号をjへ
jエコプラザ西東京（p042－421－
8585・l042 － 421 － 8586・
mecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp）
◆環境保全課（p042－438－4042）

市民体力づくり教室　春のウオーキング
〜新緑の玉川上水水辺を歩こう〜

４月22日㈯  午前８時
集合：田無駅北口ペデストリアンデッキ
※小雨決行・荒天４月29日㈷

□コース　一橋学園駅〜桜橋〜小平市
立中央公園〜小川橋〜東京都薬用植物
園〜こもれびの足湯〜玉川上水駅 解
散（約９㎞　※一橋学園駅までは電車）
①すたすたコース（午後０時30分解散予
定）　②ゆっくりコース（１時解散予定）
d市内在住・在勤・在学の小学生以
上（小学生は保護者同伴）
e60人（申込順）
g・h交通費・雨具・タオル・飲み
物など

i３月31日㈮（必着）までに、往復は
がきで参加者全員の住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・
性別・当日連絡のつく電話番号・希望
コース（①または②）を〒202－8555
市役所スポーツ振興課「春のウオーキ
ング」係へ
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）
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人口と世帯
総人口 19万9,627人

（−147）
平成29年３月１日現在　※（　）は先月比

●住民登録 〈うち外国人住民〉
人口 ／19万9,627人（−147） 人口 ／3,874人
男 ／ 9万7,462人（−  72） 男 ／1,956人
女 ／10万2,165人 （−  75） 女 ／1,918人

世帯 ／  9万4,596 （−  85） 世帯 ／2,263

　NPO法人西東京市体育協会の加盟団体では、スポーツ教室を開催しています。
参加資格・内容など詳細は、各団体（連絡先）へお問い合わせください。
jNPO法人西東京市体育協会事務局（p042－425－7055）
◆スポーツ振興課o（p042－438－4081）

平成29年度前期（４～９月） スポーツ教室

種目 日時 場所 参加費 連絡先

剣道 第１・３・５㈰
午前９時〜正午

スポーツ
センター

無料

野村
p042－466－6228

柔道 第１〜４㈰
午前９時〜11時 武道場 山本

p090－8706－4844

水泳 第１㈭・㈮
午前10時〜正午

スポーツ
センター １回900円 松原

p042－458－1422

ソフトテニス
第２・４㈯
午後１時〜３時

東町テニス
コート １回300円 大金

p042－425－6875
第３㈯午後１時〜３時 ひばりアム

卓球 第１・３㈬
午前９時〜正午

スポーツ
センター

１回500円
（半年6,000円）

東野
p042－468－0597

バドミントン 第２〜４㈬
午後６時〜９時 総合体育館

１回500円
（中学生以
下300円）

宗形
p080－3427－5622

空手道初心者 第３・４㈬
午後６時〜９時 武道場 年間保険代

1,850円のみ

村上
p080－5174－3412

バスケット
ボール

第１㈭・第３㈯
午後６時〜９時

スポーツ
センター １回100円 瓜生

p080－5064－4908

アーチェリー 第１・２㈯
午前９時〜正午 武道場 月1,600円 妹尾

p042－421－1291

躰
道

小・中
学生

第１・２㈬
午後６時〜７時30分

きらっと 体験２回まで
菅野
p042－421－7075一般

健康武道
第１・２㈬
午後７時〜９時

少林寺拳法 第１〜３㈬
午後６時〜９時

スポーツ
センター 無料 岡村

p042－422－1215

硬式テニス

第３㈯午前９時〜11時 東町テニス
コート

１回300円 児島
p042－439－5340

第４㈫午後１時〜３時

第４㈯午前９時〜11時 芝久保第二
運動場

太極拳 第３・４㈰
午前９時〜正午 武道場 月2,500円

体験２回まで

弓田
p042－423－3621

ダンス
スポーツ

第１㈰
午後３時〜６時

スポーツ
センター １回400円 蛯谷

p090－9150－9907
ターゲット
バードゴルフ

第１㈯・第３㈫
正午〜午後３時

ひばりアム 無料

大西
p042－461－9084

グラウンド
ゴルフ

第１・３㈮
正午〜午後３時

西潟
p042－461－7058

※種目により日程変更などがありますので、各団体へご確認ください。

多摩六都科学館ナビ

　大きく大きく拡大していくと、見えないものが見えてくる？
さまざまな眼

め

でズームして、世界の不思議をのぞいてみよう！
a３月18日㈯〜５月７日㈰
g大人500円、４歳〜高校生200円

a４月15日㈯
午後６時〜７時30分
d新小学５年生以上
e180人
f梶田 隆章さん（東京
大学宇宙線研究所所長）

g入館料　大人500円　
※高校生以下の参加者は入館料無料
i４月６日㈭（必着）までに、jのk
からまたははがきでイベント名・住所・
氏
ふり

名
がな

・年齢（学年）・電話番号をjへ
□共催　東京大学宇宙線研究所

　平成27年にノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章さんが、素粒子の１つである
ニュートリノやその観測装置などについてお話しします（高校生相当の内容を予定）。

j多摩六都科学館（〒188－0014芝久保町５－10－64・p042－469－6100）
月曜日休館　※４月の休館日：10日㈪〜13日㈭・17日㈪・24日㈪

ロクトサイエンスレクチャー
Zoooooom！inニュートリノ

〜幽霊素粒子が教えてくれる宇宙のすがた〜

春の特別企画展
Z
ズ
o
ー ー ー ー ー ー
ooooom

ム
！〜みるみる大きくしてみると？〜


