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Q4： 国民健康保険に加入していないと、市
のがん検診は受けられない？

Q5： 「ロコモティブシンドローム」
とは何のこと？

〈健康クイズ〉
Q1： 健康づくりに取り組む団体で、西東京市

に登録しているグループのことを「西東
京市〇〇〇〇団」といいます。

Q2： １日当たりのウオーキング推奨歩数は？
Q3： １日当たりの理想とされる野菜の摂取量

は何g？

そのほかに
いこいーな
グッズも！
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「いこいーな」
ⓒシンエイ／西東京市

主な内容
高齢者元気度アンケート実施   3
パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト   3
胃 が ん 検 診 ２ 期 募 集   5
チャレンジフィットネススクール   6
日本語スピーチコンテスト   7

エフエム放送「西東京市からのお知らせ（84.2MHz）」放送中！ この面の内容は、８月17日㈪・26日㈬の①午後０時45分　②午後８時から放送予定です。

■平成27年４月～翌年１月に受診した健診・検診が対象

市民の皆さんの健康づくりを支援するための活動です。普段からご自身で取り組んでいる
健康づくりなど必要事項をはがきに記入し応募すると、抽選ですてきな景品が当たります。

※ランチボックスほか

　非売品グッズあり
※ 電子塩分計・
体組成計ほか

「健康チャレンジ」とは ▶
□応募期限　平成28年２月12日㈮（消印有効）
□健康チャレンジパンフレット　９月１日㈫か
ら両庁舎・公民館などで配布
※応募方法など詳細は、パンフレット・市kを
ご覧ください。

チャレンジ期間 ▶９月１日㈫～平成28年１月31日㈰

■自分で取り組む 　 

●市の健診は無料
　自費で受けると１万円前後の費用がかか
りますが、市の健診なら無料です。
●早期発見
　自覚症状のない生活習慣病を発見できる
のは健診だけ！
●がん検診も受けられる（西東京市の場合）
　健診と同時にがん検診も受けられます。

●健康づくりサポート
　市の健診を受けた後は、無料で生活習慣改
善のサポートが受けられます。
 ※市では、特定健康診査の結果、メタボのリ
スクに応じて特定保健指導を行います。
●脱メタボ
　おととしの西東京市特定健康診査のメタボ
該当者のうち、５人に１人が昨年の健診で非
メタボになりました。

　健康応援団とは地域の皆さんの健康づくりを応援
する市内の団体・グループの方々です。活動の詳細
は健康チャレンジパンフレットのほか、市kで紹介
します。

※健診（検診）であれば、どのような種類でも対象です。
※市の健診（検診）は種類によって実施期間が異なります。詳細は、「西東京市健康事業ガイド」を
ご覧ください。

●例えばこんな健診（検診）

市の健康診断 が ん 検 診 人間ドック会社の健康診断 歯 科 健 診

〈健康クイズ答え〉　
A1：健康応援　A2：女性：8,500歩・男性9,000歩
A3：350g　A4：受けられる　A5：本紙６面をご覧ください。

　自分で取り組む健康づくりです。ご自身で「これは健康づくり！」
と思えるものにチャレンジしてください。取り組み１つにつき100
ポイントです（自己申告制）。

例）・毎日ウオーキングをしている
 ・市の食育講座に参加した
 → 100ポイントが２回分で、200ポイント獲得

●自宅で腕立て伏せ
●たばこをやめる
●週○回のジョギング
●料理教室に通う

●朝のラジオ体操に参加
●市の健康セミナーに参加
●認知症サポーター養成講座に参加
 など

健康診断を受ける 応 募 する

健康づくり500ポイントで景品応募
抽選で120人にすてきな景品が当たります。　※18歳以上対象

■健康応援団に参加 　 

100
ポイント

300
ポイント

  ♥  ♥  ♥　健診に行くと、いいことたくさん！  ♥  ♥  ♥  

健康づくりに取り組む

　「健康でいたい」というのは誰もが抱く共通の願いではないで
しょうか。しかし、自分が「健康である」と感じている西東京市民
の方は約79％にとどまっています（平成25年11月東京都調査）。
　「健康づくりの第一歩」は自分のからだの調子を知ることからで
す。自分に合った「健康づくり」を探してみませんか。
　９月から、市民の健康づくりを応援する「西東京健康チャレン
ジ2015」がスタートします。「健康づくり」にチャレンジし、カ
ラダとココロを磨きましょう！
j健康チャレンジ2015事務局（健康課内）
◆健康課o（p042－438－4037）

　西東京市は昨年７月に世界保健機関（WHO）
が提唱する健康都市連合に加盟しました。
　健康づくりをみんなで応援できるまちを目指
していきます。

市　内
スポーツジム
招待券

鉄道グループ
関連グッズ

健　康
関連商品

042－438－4037）042－438－4037）

私のレシピ
野菜を350g
 毎日食べる

僕のレシピ
毎日

ウオーキング

　「健康でいたい」というのは誰もが抱く共通の願いではないで

の方は約79％にとどまっています（平成25年11月東京都調査）。
　「健康づくりの第一歩」は自分のからだの調子を知ることからで
す。自分に合った「健康づくり」を探してみませんか。
　９月から、市民の健康づくりを応援する「西東京健康チャレン
ジ2015」がスタートします。「健康づくり」にチャレンジし、カ
ラダとココロを磨きましょう！
j

◆健康課

９月スター
ト

クイズの答えは
左をご覧ください。
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来庁者の本人確認を行っています

届け出・年金な
ど

　個人情報の保護および住民に関する記
録の適正管理のため、市民課窓口におけ
る各種手続きの際に、来庁者の本人確認
を実施しています。
　運転免許証・パスポート・住民基本台
帳カード（写真付き）など、官公署発行の
顔写真付きの身分証明書であれば１点、
健康保険証や年金手帳などであれば２点
以上の本人確認できるものを持参してく
ださい。
❖代理人による手続きは委任状を
　代理人による届け出や証明書の請求に
は、委任者本人の自筆で次の事項を記載
した委任状が必要です。
①代理人の住所・氏名・生年月日　②委
任事項　③委任する日　④委任者本人の
住所・署名・押印（印鑑登録の場合は登
録する印鑑を押印）
※代理人の本人確認も行っています。
◆市民課n（p042－460－9820）
　　　　o（p042－438－4020）

住民基本台帳の閲覧状況

　住民基本台帳法に基づき、平成26年
度の住民基本台帳の閲覧状況を公表しま
す。
● 国または地方公共団体（法第11条第１
項による閲覧）…14件

● 個人または法人（法第11条の２第１項
による閲覧）…46件

　詳細は、市kまたは情報公開コーナー
（両庁舎１階）でご覧ください。
◆市民課n
（p042－460－9820）

国民健康保険被保険者証（保険証）
の更新
　10月１日から利用できる保険証を、
８月下旬から世帯主宛てに簡易書留で送
付します（世帯内で退職者医療制度に該
当する方としない方が混在する場合は、
保険証を分けて送付）。
　郵便局の配達事情により、２週間程度
かかる場合があります。
　配達日に不在の場合は、不在票が投函
されますので、郵便局へお問い合わせく
ださい。郵便局での保管期間経過後は、
原則、保険年金課（田無庁舎２階）での受
け取りになります。本人確認書類１点
（運転免許証・パスポート・旧保険証・
医療証など）・印鑑を持参してください。
□新しい保険証
●一般被保険者証…うぐいす色
●退職被保険者証…藤色
□有効期間　10月１日～平成29年９月
30日
※次に該当する方は、有効期間が異なり
ます。
①10月２日以降に75歳になる方
②退職者医療制度該当者で、10月２日
以降に65歳になる方
③外国人住民の方
※詳細は、新保険証に同封のお知らせを
ご覧ください。
◆保険年金課n
（p042－460－9822）

街角の年金相談センター　
武蔵野オフィスをご存じですか
　三鷹駅北口から徒歩５分の「街角の年
金相談センター」では、国民年金・厚生
年金に関する受給相談や年金見込み額の
試算、請求手続きなどの相談を無料で受
け付けています。相談は予約制です。
❖街角の年金相談センター
b武蔵野市中町１－６－４三鷹山田ビ
ル３階
予約専用p0422－50－0475（平日午前
９時～午後５時15分）
※電話での相談は不可
※年金請求手続きの場合は、事前にねん
きんダイヤル（p0570－05－1165）で
必要書類をご確認ください。
◆保険年金課n
（p042－460－9825）

防犯活動経費の一部補助

くらし

　市に防犯活動団体として登録をしてい
る団体に、活動経費の一部を補助します。
□補助金額　防犯資器材の購入経費など
の２分１以内で、１団体につき20万円まで

（申請多数の場合、補助金額を減額調整
する場合あり）
□申請期間　９月７日㈪～18日㈮
※団体登録や補助金申請手続きの詳細は
お問い合わせください。
◆危機管理室o（p042－438－4010）

どんど焼実行委員

募集

　どんど焼とは、お正月に飾った門松、竹、
しめ縄などを持ち寄り、小正月に焼くも
ので、日本の伝統行事のひとつです。ど
んど焼の企画・準備・運営・片付けなど
を実施する実行委員会に参加しませんか。
□第１回会合
a９月８日㈫午後６時30分
b保谷庁舎別棟　※当日、直接会場へ
c①実行委員会の発足　②実行委員長
など役員の選出　③日程など実施会場の
協議ほか

d市内在住・在勤の18歳以上で、意欲
を持って取り組むことができる方
◆文化振興課o（p042－438－4040）

被災建築物応急危険度判定員

　被災建築物応急危険度判定とは、余震
などによる建築物の倒壊などに伴う二次
災害を防ぐため、地震発生後できるだけ
早く、かつ短時間で建築物の被災状況を
調査し、その建築物の当面の使用の可否
を判定するものです（東京都防災ボラン
ティア制度に基づく）。この判定員を募
集しますので、希望者は養成講習会を受
講してください。
□養成講習会
a９月29日㈫、10月16日㈮午後１時
40分～５時
b東京都庁第一本庁舎５階
d都内在住・在勤の建築士（建築士法第
２条に規定する１級・２級・木造建築士）
の資格を有する方

市 連からの 絡 帳 e各日500人（申込順）
i９月11日㈮（必着）までに、〒104－
6204中央区晴海１－８－12オフィスタ
ワーＺ棟４階㈳東京建築士会「防災ボラ
ンティア」係へ郵送
※申込書は、危機管理室（防災センター
５階）で配布。jの各kからもダウン
ロード可
※詳細は、jへお問い合わせください。
j㈳東京建築士会
（p03－3536－7711）
東京都都市整備局建築企画課
（p03－5388－3362）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

東京都福祉サービス第三者評価を
ご存じですか

事業者

　福祉サービスの利用者が自分に合った
サービスを選択する際の目安となる情報
提供を行うことと、サービス提供事業者の
サービス向上への取り組みを支援すること
を目的とし、市報・市kで福祉サービス
第三者評価の普及・啓発を進めています。
❖福祉サービス第三者評価とは
　事業者でも利用者でもない第三者の評
価機関が、客観的に福祉サービスの内容
や質などを評価し、その結果を公表します。
❖市内施設も積極的に第三者評価を受け
ています
　介護保険連絡協議会などを通じ、事業
者に第三者評価の受審を促進しています。
　平成26年度は、市内の公立施設４カ所・
民間施設35カ所が第三者評価を受けまし
た。その結果は、福ナビkhttp://www. 
fukunavi.or.jpで閲覧できます。
❖受審費補助金を交付します
　市内に事業所があり、東京都が定める
福祉サービスを提供する事業者に対し、
第三者評価を受審する費用の一部を補助
します。補助金を活用し第三者評価を実
施する場合は、市の認定が必要になりま
すので、下記へご連絡ください。
❖認定ステッカーは評価を受けた目印
　第三者評価を受審した事業者には、東
京都福祉サービス評価推進機構から認定
ステッカーが交付されます。ステッカー
は事業所の入り口や自動車などに掲示し
ていますので、参考にしてください。
◆生活福祉課o（p042－438－4024）

臨時福祉給付金の
申請受付中

　詳細は、市報８月１日号をご覧く
ださい。
◆臨時福祉給付金担当n
（p042－497－4976）

❖情報公開制度とは
　市が保有する公文書を市民の皆さんか
らの求めに応じて公開し、市政の透明性
を確保するための制度です。
❖個人情報保護制度とは
　市が保有する個人情報を適正に管理し、
利用するための方法などを定め、市民の
個人情報に関する権利を守るための制度
です。
❖開示請求をするには
□公開対象となる文書　市が現に保有し
ている文書で、公文書として組織的に用
いられているものが公開対象です。
□文書の公開を求めることができる方　
● 情報公開制度による開示請求…市内在

市の情報公開制度・個人情報保護制度の概要をお知らせし、平成26年度の運用状況を報告します。

情報公開・個人情報保護制度情報公開・個人情報保護制度

住・在勤の方や市の事業に利害関係を
有する方など（それ以外の方でも、任意
的開示の申し出可）

● 個人情報保護制度による開示請求…原
則、市が保有する個人情報の本人のみ

□開示請求の方法　情報公開コーナー（両
庁舎１階）にある公文書開示請求書また
は自己情報（開示・訂正・削除・中止）請
求書に、必要事項を記載し提出してくだ
さい。　※市kからもダウンロード可
□開示・不開示の決定　請求があった日
の翌日から14日以内（30日を限度に延
長する場合などあり）に開示するかどう
かを決定し、書面でお知らせします。
□救済の手続き　決定に不服があるとき

は、一定期間内であれば異議申立てをす
ることができます（任意的開示の申し出
を除く）。この異議申立ては、内容によっ
て情報公開審査会または個人情報保護審
査会に諮問されます。市では審査会の答
申を尊重して、再度開示・不開示を決定
します。また、決定について処分取り消
しの訴えを提起することもできます。
◆総務法規課n
（p042－460－9811）

ご存じですか

市で発行する資料をご覧になれます。

情報公開コーナー（両庁舎１階）

□情報公開制度の運用状況
公文書開示請
求などの件数

※所管部署が
複数に及ぶな
ど、１件の請
求に複数の決
定をする場合
があります。

合計 117件
【内訳】
全部開示決定 56件
一部開示決定 29件
不開示決定 30件
取り下げ 2件

異議申立て 0件

❖平成26年度の実施状況

□個人情報保護制度の運用状況

自己情報開示
請求件数

合計 4,739件
【内訳】
承諾（全部開示） 4,692件
不承諾（不開示） 27件
一部承諾（一部開示） 4件
取り下げ 5件
却下 11件

異議申立て 0件

自己情報訂正な
どの請求件数 合計 0件
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10月まで、市ではクールビズを実施しています。ご理解をお願いします。

寄附

その他

　市政へのご協力をいただき、誠にあり
がとうございました。
✿㈱富士富建設 様（７万円）
◆秘書広報課n
（p042－460－9803）

a８月25日㈫午後２時
b保谷庁舎４階
c行政報告ほか

e10人
◆教育企画課o（p042－438－4070）

傍　聴 教育委員会

■社会教育委員の会議
a８月17日㈪午後３時～５時
b保谷庁舎３階
c社会教育関係団体補助金
e５人
◆社会教育課o
（p042－438－4079）

■合築複合化基本プラン策定懇談会
①a８月18日㈫午後２時～４時
b田無庁舎５階
c懇談会ワークショップ
②a８月27日㈭午後６時～８時
b西東京市民会館
c検討の方向性ほか

□共通事項
e各10人
◆文化振興課o
（p042－438－4040）

■子ども読書活動推進計画策定懇談会
a８月19日㈬午後２時～４時
b谷戸図書館
c子ども読書活動推進計画策定事業
e５人 
◆中央図書館（p042－465－0823）

■使用料等審議会
a８月21日㈮午後１時30分
b田無庁舎５階
c施設使用料の減免ほか

e５人
◆企画政策課n（p042－460－9800）

傍　聴 審議会など市議会定例会
　第３回定例会は８月28日㈮から
開催する予定です。
　本会議・委員会は、傍聴できます。
日程などは決まり次第、市議会kで
お知らせします。請願・陳情の提出
期限などは、お問い合わせください。
◆議会事務局n（p042－460－9861）

庁舎の位置はどこになるの？
　これまで田無庁舎および保谷庁舎敷
地、新たな用地での統合を検討してき
ましたが、合併市特有の課題もあり、
決定に至るまでの合意形成がなされて
いないと認識しています。
　今後、全市的な議論につなげるため
の取組を重ねるとともに防災拠点・市
民活動などの庁舎機能は、市域全体の
配置バランスにも留意することが重要
であると考え、市中心エリアにおける
庁舎統合の可能性を検討していきます。

　市では庁舎の統合整備に向けた取組を進めています。これまでの市民説明会や
パブリックコメントなどで寄せられたご意見を参考に、庁舎統合の疑問などにつ
いてお答えします。 ◆企画政策課n（p042－460－9800）

庁舎規模は２万㎡も必要？
　統合庁舎の規模は、現状の庁舎規模
や他市事例などを参考に約２万㎡と試
算していますが、少子高齢化などによ
る人口動態やICT技術の進展を見据え
るなど、社会情勢の変化への対応を想
定して検討する必要があると考えてい
ます。
　統合庁舎の規模や機能などについて
は、庁舎統合方針決定後に予定してい
る基本構想の段階において、学識委員
および市民委員などを含めた検討組織
を設置し、改めて検討していきます。

庁舎統合についてお答えします！ ②

　いつまでも住み慣れた地域で安心し
て生活を続けるために、見守りや緊急・
災害時の支援ができるよう、３年ごと
に実施しています。
d次のいずれかに該当する方
①70歳以上で、介護保険の認定を受
けていない方
②65～69歳で、住民基本台帳上１人
世帯の方
③70歳以上で、介護保険の要介護認
定を受けていて、サービス利用のない
方
④70歳以上で、介護保険の要支援認
定を受けていて、サービス利用のない
方
※基準日は平成27年３月31日時点
※施設入所中・入院中の方は除く

□アンケートの流れ
● ８月中旬に調査票を自宅へ郵送しま
す。
● 上記対象の①・③に該当する方は、
９～10月に民生委員や地域包括支
援センターの職員などが訪問し回収
しますので、手渡してください。②・
④に該当する方は、同封の返信用封
筒で郵送してください。
※アンケート内容は、健康状態・地域
での活動・お困りごと・緊急連絡先な
どです。
※アンケート結果は、個人情報の取り
扱いに配慮し、今後の施策などに活用
させていただきます。
◆高齢者支援課o
（p042－438－4029）

高齢者元気度アンケート・
高齢者生活状況調査を実施

　市の重要な政策を策定する際に、原案を公表して広く市民の皆さんから意見を求
め、いただいた意見を考慮しながら政策を決定します。
　市の重要な政策を策定する際に、原案を公表して広く市民の皆さんから意見を求

市民の皆さんの意見をお寄せください

事案名　（仮称）公共施設等総合管理計画（案）

策定趣旨

公共施設等総合管理計画は、総務大臣の要請に基づき、「公共施設等の現
況及び将来の見通し」および「公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関
する基本的な方針」などについて記載したもので、今後の公共施設などの
あり方の方向性を示すものです。
この計画案について、市民説明会を開催するとともに、パブリックコメ
ントを実施し、皆さんのご意見を募集します。

閲覧方法 ８月24日㈪から情報公開コーナー（両庁舎１階）、市k

対象 市内在住・在勤・在学者、市内に事務所または事業所がある法人、または団体

提出期間 ８月24日㈪～９月24日㈭

提出方法
①持参（田無庁舎３階）
②郵送（〒188－8666市役所企画政策課）　
③ファクス（l042－463－9585）　
④市kから

市民説明会 a①８月21日㈮午後７時　②８月22日㈯午前10時
b①田無庁舎５階　②防災センター

検討結果の
公表 10月（予定）

※匿名意見は受け付けませんので、意見提出の際は、住所・氏名を必ずご記入ください。
※ご意見には個別に回答しません。

 ◆企画政策課n（p042－460－9800）パブリックコメント・市民説明会

事案名　（仮称）西東京市いじめ防止対策推進条例などの概要について

策定趣旨 市の公立学校におけるいじめの防止などのための対策を、総合的かつ効
果的に推進するために条例を制定します。

閲覧方法 ８月20日㈭から情報公開コーナー（両庁舎１階）、市k

対象 市内在住・在勤・在学者、市内に事務所または事業所がある法人、または団体

提出期間 ８月20日㈭～９月17日㈭

提出方法
①持参（保谷庁舎３階）　
②郵送（〒202－8555市役所教育指導課）　
③ファクス（l042－423－2872）　
④市kから

検討結果の
公表 10月中旬（予定）

 ◆教育指導課o（p042－438－4075）パブリックコメント

市職員募集（平成28年１月１日および４月１日付採用）
□第１次試験　９月20日㈰（全試験共通）
□試験案内　８月３日㈪～25日㈫に、
職員課（田無庁舎５階）・保谷庁舎総合案
内（保谷庁舎１階）で配布
※市kからもダウンロード可

※受験資格など詳細は、試験案内で必ず
ご確認ください。
i８月３日㈪～25日㈫（消印有効）に、
〒188－8666市役所職員課へ郵送
◆職員課n（p042－460－9813）

□試験区分・受験資格・採用予定者数
●平成28年１月１日採用予定

試験区分 受験資格 採用予定者数
一般事務Ⅰ類
＜精神保健福祉士＞
（大学卒程度）

昭和50年４月２日以降に生まれた方で、精神保
健福祉士の資格をお持ちの方

各若干名建築技術Ⅰ類
（大学卒程度）

昭和50年４月２日以降に生まれた方で、建築基
準適合判定資格者検定合格者または一級建築士
の免許をお持ちの方

保健師Ⅰ類
（大学卒程度）

昭和50年４月２日以降に生まれた方で、保健師
免許をお持ちの方

●平成28年４月１日採用予定
試験区分 受験資格 採用予定者数

一般事務Ⅲ類
（高校卒程度）

平成８年４月２日～平成10年４月１日に生まれ
た方

各若干名

一般事務Ⅰ類
＜身体に障害のある方＞
（大学卒程度）

昭和61年４月２日～平成６年４月１日に生まれ
た方で、身体障害者手帳の交付を受けている方

一般事務Ⅱ類
＜身体に障害のある方＞
（短大卒程度）

平成２年４月２日～平成８年４月１日に生まれ
た方で、身体障害者手帳の交付を受けている方

一般事務Ⅲ類
＜身体に障害のある方＞
（高校卒程度）

平成４年４月２日から平成10年４月１日までに
生まれた方で、身体障害者手帳の交付を受けて
いる方

建築技術Ⅰ類
（大学卒程度）

昭和51年４月２日以降に生まれた方で、建築基
準適合判定資格者検定合格者または一級建築士
の免許をお持ちの方
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お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

シニア対象パソコン教室（９月）

①パソコンの始め方と入力
a３日㈭午後１時～４時
g無料／i８月24日㈪まで

②パソコン入門講座（全４回）
a４・11・18・25日㈮の午前
g6,000円／i８月24日㈪まで

③ワード中級講座（全４回）
a１・８・15・29日㈫の午前
g6,000円／i８月20日㈭まで

④エクセル中級講座（全４回）
a１・８・15・29日㈫の午後
g6,000円／i８月20日㈭まで

⑤パソコンの楽しい活用講座（月４回）
a４・11・18・25日㈮の午後
g１回1,500円
※詳細は、資料をご請求ください。
□共通事項
a�午前：９時30分～正午 
午後：１時30分～４時
bシルバー人材センター東伏見教室
d①②以外は文字入力のできる方
e各10人（申込多数の場合は抽選）
i往復はがきに、希望講座名・受講日・住
所・氏名・年齢・電話番号を明記しjへ
j西東京市シルバー人材センター
（〒202－0013中町１－６－８・p042
－425－6611）

柳橋保育園の催し

①園庭開放　
a毎週水曜日午前10時～正午
②ダンス・ピラティス　
a８月20日、９月10日・24日㈭
③子育て支援広場　a８月28日㈮
④離乳食の作り方　a９月18日㈮

□共通事項
d①～③は未就園児と保護者、④は妊
娠中の方・乳児を子育て中の方
i②④は１カ月前から電話でjへ
※詳細は、園k・掲示板をご覧ください。
b・j柳橋保育園（新町１－11－25・
p042－461－3673）

耐震キャンペーン

❖耐震フォーラム
a９月２日㈬午後１時～４時15分
b東京都庁第一本庁舎５階
e500人（申込順）
❖耐震化個別相談会
a９月２日㈬午後１時30分～４時15分
b東京都庁第一本庁舎５階
e55組（申込順）
iいずれも耐震キャンペーン事務局
（p03－4285－8160・l03－5491－
5092・m taishin2015@steward.co.jp）
j東京都都市整備局建築企画課
（p03－5388－3362）

東京大茶会2015

a10月３日㈯・４日㈰午前９時50分～
午後４時10分
b江戸東京たてもの園（小金井公園内）
※茶会当 日は入園無料
g茶席700円（要申込）、野点300円ほか

i茶席は８月31日㈪までに、事務局kから
または往復はがきに希望日（午前または
午後）・人数（２人まで）・住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号を明記しjへ
□主催　東京都ほか

j東京大茶会事務局
（〒105－0004港区新橋３－５－１サン
パウロビル５階・p03－6268－8602）

■専門相談（予約制）
□予約開始　８月19日㈬午前８時30分（★印は、８月５日から受付中）
□予約方法　希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
※予約開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j田無庁舎２階市民相談室n（p042－460－9805）
 保谷庁舎１階市民相談室o（p042－438－4000）

内容 場所 日時

法律相談
n

８月25日㈫・26日㈬、９月３日㈭・４日㈮ 午前９時～正午
※９月３日㈭は人権・身の上相談を兼ねる

o
８月27日㈭は午前９時～正午で、人権・身の上相談を兼ねる
９月１日㈫・２日㈬・８日㈫ 午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談 n ★9月  3日㈭
午前９時～正午

o ★8月27日㈭

税務相談 n 　8月28日㈮
午後１時30分～４時30分

o 　9月  4日㈮

不動産相談 n 　9月  3日㈭
午後１時30分～４時30分

o 　9月24日㈭

登記相談 n 　9月10日㈭
午後１時30分～４時30分

o 　9月17日㈭

表示登記相談 n 　9月10日㈭
午後１時30分～４時30分

o 　9月17日㈭

交通事故相談 n 　9月  9日㈬
午後１時30分～４時

o ★8月26日㈬
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o 　9月14日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 o 　9月  3日㈭ 午後１時30分～４時30分
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o ★9月11日㈮ 午後１時30分～４時30分

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室　n・o 月～金曜日　午前８時30分～午後５時

無料市民相談

市内の空間放射線量測定結果 （８月７日現在）
　市では、市内における放射線の状況を把握するため、市内を２㎞メッシュで
区分し、小中学校・保育園・公園の５カ所と武蔵野大学内（協力）１カ所の合計
６カ所で空間放射線量を測定しています。

※最新の情報は市kでご覧ください。

区分 測定場所 町名 測定日
線量率（マイクロシーベルト／時）

地上１m 地表面
（地上5㎝）

北部 栄小学校 栄町   8月  3日㈪ 0.050 0.055

東部 なかまち保育園 中町   8月  4日㈫ 0.036 0.045

中央部 田無第二中学校 北原町   8月  5日㈬ 0.049 0.052

西部 田無第三中学校 西原町   8月  6日㈭ 0.038 0.040

南西部 田無市民公園 向台町   8月  7日㈮ 0.037 0.035

南部 武蔵野大学（協力） 新町   8月  5日㈬ 0.034 0.036

微小粒子状物質（PM2.5）測定結果 （８月９日現在）

※市kでは、測定結果がリアルタイムで見られるサイトを紹介しています。
 ◆環境保全課（p042－438－4042）

測定日
測定場所

8月
3日㈪

8月
4日㈫

8月
5日㈬

8月
6日㈭

8月
7日㈮

8月
8日㈯

8月
9日㈰

田無町局
（西東京市民会館） 25.6 25.6 13.6 10.9 25.2 22.3 11.8 

下保谷局
（保谷第一小学校） 19.3 22.2 10.8 7.9 19.1 18.1 9.6 

　東京都は、市内２カ所で一般測定局のモニタリング測定をしています。
□１日の平均値（単位：マイクログラム／㎥）

にして必要な電話以外は出ないようにし
たりするなど様子を見るよう助言しまし
た。
　このように消費者センターや国民生活
センターなどを名乗り「個人情報を削除
してあげる」と持ち掛け、さまざまな理
由を付けて金銭を要求してくる相談が多
く報告されています。年金情報流出後は、
日本年金機構をかたり、年金に関連付け
るケースも増えました。
　公的機関がこのような内容で電話をか
けることは絶対にありません。話を聞い
てしまうと相手のペースに乗せられ、実
際に高額を振り込んでしまったケースも
あります。このような電話があったとき
は、相手にせず下記へご相談ください。
◆消費者センターo（p042－425－4040）

　消費者センターを名乗り「あな
たの個人情報が３社に漏れてい

る」「２社は削除できたが１社は代理人を
立てないと削除できない」「代理人を紹介
してあげる」と数回電話があった。その後、
あなたが違法行為に加担したことで刑事
事件になりそうだと言われ、怪しいと思
いそれ以降電話に出ていないが詐欺だろ
うか。

　このケースでは、紹介された代
理人が相談者の名義のまま商品購

入の代金を振り込んだため、相談者に名
義貸しの疑いが掛けられているとの内容
でした。相談者には、これは詐欺の可能
性が高いため、今後は発信者番号通知で
電話番号を確認したり、留守番電話設定

消費生活相談

「個人情報を削除します」の電話

Q

A

Q&A

西東京市コスモス商品券販売
一般販売 ９月13日㈰から

　市内における個人消費の拡大と市内
経済の活性化を目的に、西東京市コス
モス商品券（消費喚起・生活支援商品
券）を販売します。販売場所や取扱店
舗などの詳細は、本号と同時配布のチ
ラシをご覧ください。
a９月13日㈰午前10時～午後３時
（完売次第終了。完売しなかったときは、
14日㈪に西東京商工会保谷・田無両
事務所、保谷こもれびホールで販売。
保谷こもれびホールは14日㈪のみ）
□発行総額　６億円
□販売価格　１セット１万円
（500円券×24枚の１万2,000円分）
□購入限度額　１人10万円（10セット）

□有効期限　12月31日㈭
※商品券の転売はおやめください。
　市内各商店会では商品券販売に関連
した売り出しなどのイベントを開催し
ます。詳細は、専用khttp://www.
nishitokyo-cosmos.netをご覧くだ
さい。
j西東京商工会（p042－461－4573）
◆産業振興課o（p042－438－4041）
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平成27年８月15日号

乳がん・子宮頸がん検診を申し込んだ方は早めの受診を。検診期間終了間際は、混雑のため受診できない場合があります。　◆健康課

「ファミリー学級」申し込み
①参加希望コース
②夫婦の氏名（ふりがな）・生年月日
③住所
④電話番号
⑤出産予定日・病院名
⑥病院などの母親学級受講（予定）の有無
⑦パパの参加予定日　（例）両日、２日目のみ

Aはがき・Eメール記入例
【はがき宛先】
〒202－8555市役所健康課
各担当宛て

※返信用には、住所・氏名を
記入一般

事業名 日時╱場所 対象╱定員 申込方法など

◆健康課o（p042－438－4037）

休日診療
医科（受診の際は、小児科など診療科目をお問い合わせのうえお出掛けください）

診療
時間 午前９時～午後10時 午前９時～午後５時

午前 10時～ 正午
午後 1時～ 4時
午後 5時～ 9時

16日
佐々総合病院
田無町４－24－15
p042－461－1535

８月の輪番制の
診療所はお休みです

休日診療所
中町１－１－５
p042－424－3331
※歯科診療は行っていま
せん。
※受付時間は、各診療終
了時間の30分前まで

23日
保谷厚生病院
栄町1－17－18
p042－424－6640

30日
西東京中央総合病院
芝久保町２－４－19
※小児科は午後５時まで

p042－464－1511

　※健康保険証、診察代をお持ちください。

糖尿病基礎講座
【保健師・管理栄養士による基礎知識・食事の話】

９月１日㈫午前10時～11時30分／
保谷保健福祉総合センター

糖尿病の予防または境界域で食事療
法をこれから始める方および家族／
10人（申込順）

前日までに電話予約

西東京しゃきしゃき体操パート２講座
【下肢の筋力・バランス能力の向上に効果がある健康体操】
※初めての方にお勧めです。

８月21日㈮午前10時～11時30分／
田無総合福祉センター 市内在住で立位がとれる方／

各日20人（申込順）

前日までに電話予約
※10人以上で出張講座も実施します（月
～金曜日の午前９時～午後５時、会場は
ご用意ください）。

９月８日㈫午前10時～11時30分／
保谷保健福祉総合センター

栄養相談
【管理栄養士による相談】

９月７日㈪午後１時～４時／
保谷保健福祉総合センター

市内在住の方／各日５人（申込順）
９月３日㈭までに電話予約

９月16日㈬午前９時～正午／
田無総合福祉センター ９月11日㈮までに電話予約

ボディケア講座～腰痛予防～
【理学療法士による、腰痛予防に関する話と自宅でできる体操】

９月２日㈬午後１時～２時／
保谷保健福祉総合センター 市内在住の方／15人（申込順） 前日までに電話予約

リハビリ窓口相談
【リハビリ方法や福祉用具・住宅改修などについて理学療法
士による相談】

９月２日㈬午後２時15分～３時15分・
９月17日㈭午前11時15分～午後０時15分／
保谷保健福祉総合センター

リハビリに関する相談を希望する方
および関係者／
各日２人程度（申込順）

前日までに電話予約

ファミリー学級２日間コース
～初めて父親・母親になる方のための教室～
【妊娠中の生活と健康、赤ちゃんのいる生活、父親の役割・
育児参加方法など】

第８コース　９月18日㈮、10月10日㈯
午前９時30分～午後０時45分／
保谷保健福祉総合センター

初めて父親・母親になる市内在住の
方（妊婦のみの参加も可）／
各22組（申込多数の場合は抽選）
◇対象出産予定日の目安
第８コース：
12月27日～平成28年２月６日
第９コース：
平成28年１月17日～２月20日

はがきまたはEメール（記入例A参照）
m fami-boshi＠city.nishitokyo.lg.jp
申込期間（消印有効）
第８コース：８月20日㈭～31日㈪
第９コース：９月15日㈫～25日㈮

第９コース　10月９日㈮・31日㈯
午前９時30分～午後０時45分／
保谷保健福祉総合センター

a８月24日㈪、９月７日㈪・14日㈪
受付：午前９時～10時
b保谷保健福祉総合センター
d個別に通知（１歳３カ月までで希望す
る方はお問い合わせください）

１歳児お誕生相談会
a８月25日㈫、９月８日㈫・29日㈫
受付：午前９時～10時
b保谷保健福祉総合センター
d個別に通知（２歳６カ月までで希望する方はお
問い合わせください）

２歳児すくすく相談会
a８月19日㈬・26日㈬、９月９日
㈬・16日㈬・30日㈬
※指定された日時にお越しください。
b保谷保健福祉総合センター
d個別に通知（４歳未満で希望する
方はお問い合わせください）

３歳児健康診査

　生後５カ月になる前のお子さんに、
日時を指定した通知を送付します。
　指定された日時にお越しください。
b保谷保健福祉総合センター
d生後１歳になる前日までで、まだ
BCG接種を受けていないお子さん

BCG予防接種

a・b８月31日㈪受付：午前９時30分
～11時・保谷保健福祉総合センター
９月28日㈪受付：午前９時30分～11時・
田無総合福祉センター
d乳幼児と保護者

育児相談
（身体計測と育児に関する相談）　当日

a・b８月31日㈪・保谷保健福祉総合センター
９月28日㈪・田無総合福祉センター
１回目：午前10時～10時40分
２回目：午前10時50分～11時30分
d７～８カ月ごろの乳児と保護者（各回先着15組）

子育て講座
（離乳食と歯が生えてくる頃の話） 当日

a８月20日㈭・27日㈭、９月３日
㈭・17日㈭
受付：午後０時10分～１時10分
b保谷保健福祉総合センター
d個別に通知

3～4カ月児健診

子ども ◆健康課o（p042－438－4037） 当日…申込不要・当日、直接会場へ　※転入などの方は事前にご連絡ください。

「胃がん検診」申し込み
①氏名（ふりがな）　②性別　③住所　
④生年月日　⑤電話番号
⑥検診日について
　ア いつでもよい
　イ 会場のみ指定（田無・保谷）
　ウ 希望日あり（３日まで記入）
⑦糖尿病による治療の有無

Bはがき

※⑥⑦は該当する
項目を記入してく
ださい。
※希望日のある方
は、３日までご記入
ください。ただし
ご希望に沿えない
こともあります。

胃がん検診 ２期募集
１年に１回、胃がん検診を受けましょう

会場 男性 女性
保谷保健福祉
総合センター

10月30日㈮、11月３日㈷・６
日㈮・11日㈬・13日㈮

11月２日㈪・３日㈷・４日㈬・11日㈬・
12日㈭・13日㈮・16日㈪

田無総合
福祉センター

11月18日㈬・19日㈭・25日㈬・
28日㈯・30日㈪、12月３日㈭

11月17日㈫・19日㈭・20日㈮・24日㈫・
25日㈬・26日㈭・28日㈯、12月２日㈬

歯科（受診の際は、お問い合わせのうえお出掛けください）
受付
時間 午前10時～午後4時

15日
※

浅野第三歯科診療所
芝久保町2－19－12
p042－468－8714

23日
いずみ歯科医院
芝久保町3－19－54
p042－463－7785

16日
文理台歯科医院
東町6－1－24
p042－424－4182

30日
たむらデンタルクリニック
東町4－13－23メープルヴィレッジ１階
p042－439－4618

※15日は休診の歯科医療機関が多いため、診療を行います。

a・b右表参照
c問診・エックス線検査（バリウム使
用）
※前夜からの食事・水分などの制限が
必要です。
※授乳中の方は、母乳に混ざらない下
剤をお渡しします。問診時に必ずお伝
えください。

d平成28年３月31日時点で30歳以
上の方（１期で受診した方を除く）
i８月14日㈮～９月４日㈮（消印有効）
に、①はがき（記入例B参照）　②窓口
（保谷保健福祉総合センター４階健康
課・田無庁舎２階保険年金課）　③電
子申請（市kから）で
◆健康課o（p042－438－4021）

検診を受けられない方 当日、受けられない
可能性がある方

● 自力で立っていられない、寝返りが打て
ないなど指示に従って動けない
● 病後・術後などで体調が悪い、胃腸の調
子が悪い
● １年以内に胸やおなかの手術をした
● 胃または十二指腸の切除術をした
● 腸閉塞を繰り返すまたは１年以内に起こ
した
● 腎臓病（透析含む）などで水分制限を受け
ている
● １年以内に心臓の発作や脳血管疾患を発
症した
● バリウムアレルギーがある
● 妊娠中または妊娠の可能性がある

● 便秘が３日以上続いている
● 血圧が高い（収縮期血圧180または拡
張期血圧110㎜Hg以上）

申し込み前に主治医に
相談が必要な方

※胃バリウム検査が適さないことがあ
ります。
● 胃ポリープがある
● 腸閉塞を起こしたことがある
● 腹部に放射線治療をしたことがある
● １年以内に何らかの手術をした
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シルバーウイーク
～スポーツ施設の無料利用～

a９月７日㈪～18日㈮の平日午前９時
～午後３時入館
※午後３時以降と土・日曜日、祝日は有
料
bスポーツセンター・きらっと・総合
体育館
c①温水プール・トレーニング室・ラ
ンニング走路の利用　②温水プール・フ
ロア教室（下表参照）の参加
d市内在住の65歳以上で運動可能な方
□教室申込　８月24日㈪までに、各館
窓口または電話で（申込多数の場合は抽
選）
□参加・利用方法　利用時に「平成27年
度西東京市シルバーウイーク参加カー
ド」を提示してください。　

※平成26年度用カードをお持ちの方は、
カードと住所が分かるものをご持参くだ
さい。
※カードをお持ちでない方は、初回のみ
本人確認書類（住所・年齢の分かるもの）
をご持参ください。
※平成27年度用カードは、随時作成可
jスポーツセンター
（p042－425－0505）
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

教室名 場所 日時 定員

プ
ー
ル

① 健康水中運動
スポーツセンター
（温水プール）

９月11日㈮ 午後１時50分～
２時50分

各25人
② 簡単アクア
エクササイズ ９月15日㈫ 午後０時50分～

１時50分

フ
ロ
ア

③ リフレッシュ体操
スポーツセンター

９月 ８日㈫ 午前10時30分～11時30分

各20人

④ 筋力アップ体操 ９月18日㈮ 午後１時～２時
⑤ やさしいバランス体操

きらっと
９月 ９日㈬

午前10時30分～
11時30分

⑥ 転ばぬ先の健脳健骨体操 ９月14日㈪
⑦ ボールを使った簡単体操

総合体育館
９月10日㈭

⑧ ウオーキング＆
簡単筋トレ ９月16日㈬

シニアルーム シニア世代向け情報
※市からの連絡帳コーナーも

ご覧ください。

転倒・尿失禁予防の
運動教室

転倒予防運動教室

　日々の暮らしを楽しむために予防に取
り組みましょう。
a９月15日～平成28年３月15日の火
曜日午後２時～３時30分
（全24回）
b住吉老人福祉センター
e25人（申込多数の場合
は抽選）

　転倒予防を目的とした体操やストレッ
チなどを行います。歩くことに不安のあ
る方や運動に自信のない方も安心して参
加できる内容です。
a９月17日～平成28年３月10日の木
曜日午後０時40分～１時40分（全24回）
b武蔵野ファミリークリニック（新町１
－２－20）
e８人（申込多数の場合は抽選）

□共通事項
d市内在住の満65歳以上で、介護保険の要支援・要介護の認定を受けておらず、お
おむね全日程受講できる方
g１回150円
i８月26日㈬（消印有効）までに、往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話
番号を明記し、〒202－8555市役所高齢者支援課「転倒・尿失禁予防の運動教室」ま
たは「転倒予防運動教室」係へ ◆高齢者支援課o（p042－438－4029）

キッズルーム 子育て世代向け情報
※市からの連絡帳コーナーも

ご覧ください。

　小学校の体育でも役立つ、親子がワク
ワクするような運動遊びを紹介します。
a９月13日㈰午前10時～11時30分（受
付：午前９時30分）
bきらっと
d市内在住の４～７歳児と保護者

e50組（申込順）
i８月31日㈪（必着）までに、往復はが
きに住所・子どもと保護者の氏名・子ど
もの年齢・電話番号を明記し、〒202－
8555市役所教育指導課へ
◆教育指導課o（p042－438－4075）

魔法の遊び教室

暴力団を排除しましょう

チャレンジ フィットネス スクール
（ロコモティブシンドローム予防対策事業）

～運動不足を感じている方、運動習慣を身に付けませんか～

施設名 １回目（集団・参加必須） ２～４回目
（個別・予約制）

ティップネス 田無
（田無町４－28－17）

11月６日㈮
午後１時～３時 11月７日㈯～12月30日㈬

ルネサンス 東伏見
（東伏見３－４－１
東伏見STEP22）

10月23日㈮
午後７時～９時 10月24日㈯～12月３日㈭

ルネサンス ひばりヶ丘
（ひばりが丘北２－８－23）

10月16日㈮
午後７時～９時 10月17日㈯～11月26日㈭

セントラルフィットネスクラブ
南大泉（練馬区南大泉３－27）

10月５日㈪次のいずれか
昼の部： 午後２時～３時30分
夜の部： 午後７時30分～９時

10月６日㈫～12月６日㈰

A&A 西東京スポーツセンター
（向台町２－14－37）

10月３日㈯
午前８時30分～10時30分 10月４日㈰～12月２日㈬

★カーブス 西東京ひばりが丘店
（谷戸町３－９－５－202） 

１クール：10月20日㈫
２クール：11月24日㈫
午後１時30分～２時30分

１クール：
　10月21日㈬～11月30日㈪
２クール：
　11月25日㈬～12月29日㈫

★カーブス 保谷駅前店
（東町３－５－４　２階） 

１クール：10月21日㈬
２クール：11月25日㈬
午後１時30分～２時30分

１クール：
　10月22日㈭～11月30日㈪
２クール：
　11月26日㈭～12月29日㈫

★カーブス 田無店
（南町３－１－13　２階） 

１クール：10月22日㈭
２クール：11月26日㈭
午後１時30分～２時30分

１クール：
　10月23日㈮～11月30日㈪
２クール：
　11月27日㈮～12月29日㈫

★は、１または２クールのいずれかを選択

　市内８カ所のフィットネスクラブを
使用した、運動を始めるきっかけづく
りをサポートするスクールです。
　ロコモティブシンドロームは、若い
頃からの予防が重要です。運動不足を
感じている方は、これを機に運動習慣
を身に付けましょう。

❖ロコモティブシンドロームとは
（１面〈健康クイズ〉Q５の答え）
　「立つ」「歩く」など人の動きをコント
ロールするための体の運動器（筋肉・
骨・関節）が衰えている、または衰え
始めている状態で、要介護や寝たきり
になる危険性が高い状態のこと。

a４回利用　※１回目：下表参照、
２～４回目：施設営業時間内

d市内在住の日常的に運動習慣がな
い40～64歳の方で、１回目に必ず参
加できる方（★は女性のみ）
e各20人（申込多数の場合は、初めて
の方を優先し抽選）
g2,000円（★は1,200円）
※一括前払い。キャンセルなどによる
返金なし
i８月28日㈮（消印有効）までに、電
話・はがき・Eメールで、住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・電話番号・希望施設
名を添えて、〒202－8555市役所健
康課「チャレンジフィットネススクー
ル」係へ
※１人１コースのみ

※詳細は、市kをご覧ください。
◆健康課o
（p042－438－4037）

認知症サポーター養成講座
　認知症になっても安心して暮らし続け
るためには地域での見守り、ちょっとし
た手助けが必要です。まずは、認知症と
は何か、基本的なところから学んでみま
せんか。
□認知症サポーターとは　認知症を正し
く理解し、地域で生活している認知症の
方や家族を見守り、自分でできる範囲で
支援する方のことです。 サポーター養成
の取り組みは全国的に展開されています。
a９月５日㈯午後２時～３時30分（１時
45分開場）
b下保谷福祉会館
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・在勤の方で、本講座を受
講したことのない方
e30人（申込順）
i８月31日㈪までに、電話で下記へ
※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、市内で出張講座を
行います。
◆高齢者支援課o
（p042－438－4029）

　暴力団による不当な要求行為などを
受けたり知ったりした場合は、市や警
察に情報提供をお願いします。
　安全・安心なまちづくりのために、
暴力団排除活動を推進していきましょ
う。

□西東京市暴力団排除条例（平成25年
12月１日施行）の基本理念
●暴力団と交際しない
●暴力団を恐れない
●暴力団に資金を提供しない
●暴力団を利用しない

j田無警察署（p042－467－0110）　◆危機管理室o（p042－438－4010）
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往復はがきによるお申し込みの際は、記載面のお間違いや、返信用の宛先記入漏れなどにご注意ください。

❖「脚立」の取り扱いを変更
　120㎝以上の脚立は、これまで「市
で収集できない物」としてきましたが、
今後は粗大ごみとして受け付けます。
❖市で回収できない廃棄物
　市で処理できない廃棄物の代表的な
ものが、園芸などで使った「使用済み
の土」です。そのほかコンクリート製
品（ブロックなど）・大型マッサージチェ
ア・大型ガスボンベ・消火器・灯油類
などがあります。その多くは中間処理
施設（柳泉園組合）で安全・適正に処理
ができないため、市で受け入れができ
ません。こうした処理できない廃棄物

は、市が専門業者を紹介します。詳細
は「ごみ・資源物収集カレンダー」30
ページをご覧ください。
❖ごみ出しのルール
　ごみ・資源物は、収集日の朝８時
30分までにお出しください。また「び
ん・缶・ペットボトル」など集積所に
出す資源物は、近隣の方がおやすみに
なっている深夜や早朝は控えるようお
願いします。ルールを守ったごみ出し
にご協力ください。
◆ごみ減量推進課
（p042－438－4043）

 ごみの出し方 ワンポイント

伝言板
みんなの

※特に記載のないものは、無料です。
※内容についてのお問い合わせは、各サークルへお願いします。

　９月１日が「防災の日」とされている
のは、大正12年のこの日に関東大震
災が発生し、甚大な被害をもたらした
ことや、台風シーズンを迎え注意が必
要な時期であるためです。「防災週間」
には関係団体の緊密な連携のもとで、
防災に関する各種行事が全国的に実施
されます。
❖日頃から災害に備えましょう
　平成23年３月11日に発生した東日
本大震災を教訓に、地震発生時に自分
や家族の周りで起こる被害について考
え、負傷などの原因となる家具類の転
倒・落下・移動に対する防止策や非常
食の備蓄など、災害への備えに取り組
みましょう。

❖防災行動力・地域の防災力を高めま
しょう
　「自らの生命は自らが守る（自助）」を
意識し、地震発生時に落ち着いて適切
な行動が取れるように、 積極的に防
火・防災訓練に参加しましょう。
　さらに、街ぐるみで「自分たちの街
は自分たちで守る（共助）」という意識
を共有し、高齢者・障害者など災害時
に援護が必要となる方々を町会・自治
会が協力して支援するなど、地域が一
体となった協力体制づくりを進め、い
ざという時に備えましょう。
j西東京消防署
（p042－421－0119）
◆危機管理室o
（p042－438－4010）

防災の日：９月１日㈫  
防災週間：８月30日㈰～９月５日㈯

NPO市民フェスティバル 参加団体募集
フェスティバル団体募集」係へ
□事前説明会
a９月20日㈰午前９時30分～正午
b田無総合福祉センター
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）

　フェスティバルに参加して、活動紹
介や会員募集をしませんか。
a平成28年１月22日㈮～24日㈰
bアスタビル２階センターコート（予
定）
d主に市内で活動しているNPO法人・
市民活動団体
i９月17日㈭までに、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、jの「NPO市民

第７回日本語スピーチコンテスト2015
a10月４日㈰午後１時～５時
※交流パーティーを含む
bコール田無

  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
スピーチの優劣は競いません。　
d市内在住・在勤・在学（日本語教室
を含む）の16歳以上で、日本語を母語
としない方
e10人（申込多数の場合は、内容・国
籍・年齢などが偏らないように調整）
i９月３日㈭（消印有効）までに、は
がきまたはＥメールで、住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・所属（勤務先・学校・
日本語教室など）・電話番号・自己紹介・
スピーチタイトルと概要（200字以内）

を明記しjへ
※はがき宛先・Eメール件名に「日本
語スピーチコンテスト発表者」と記入

  審査員募集
d市内在住・在勤・在学の16歳以上
の方
e６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３日㈭（消印有効）までに、は
がきまたはＥメールで、住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・職業・電話番号・応
募理由を明記しjへ
※はがき宛先・Eメール件名に「日本語
スピーチコンテスト市民審査員」と記入

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

「広報西東京」へのご意見などをお寄せください
　 市報へのご意見・感想、今後掲載して
ほしい記事などを、はがき・ファクス・
Eメールでお寄せください。いただいた
ご意見などは、今後の市報に生かして、
より読みやすく親しまれる「広報西東京」
を目指します。
□送付先　〒188－8666市役所秘書広
報課・l042－460－7511・mkouhou
＠city.nishitokyo.lg.jp
◆秘書広報課n（p042－460－9804）

　「みんなの伝言板」（サークル紹介）は、
　個人情報が含まれているため、
　削除してあります。
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　市域のほぼ中央を東西に走る街道が
あります。古地図にも現れる「横山道」
です（旧田無市域では「フラワー通り」、
旧東大農場を抜けた先では「鎌倉街道」
と呼ばれています）。「横山道」の名は、
八王子に存在していた中世武士団の一
つ「横山党」に由来しているとも考えら
れています。
　この街道が通る谷戸の地域は、その
名が示す通り、白子川の源流の谷頭の
一つで、水が比較的豊か（地下水も浅
い）だったため、市内でも初期の集落
ができた地域の一つです。現在郷土資
料室に展示されている、
横山道周辺から見つかっ
たとされる板碑（石で作っ
た卒

そ

塔
とう

婆
ば

のようなもの）
には「延

えん

慶
ぎょう

」（1308～1310）
の年号が刻まれており、
市域では最も古い文字資

料です。この地域
はかつて「四

し

軒
けん

寺
でら

」
とも呼ばれ、社寺
が集中しています。
その中の如意輪寺
の境内には「和

わ

楽
らく

地
じ

蔵
ぞう

菩
ぼ

薩
さつ

立
りゅう

像
ぞう

」を

祭る祠と保谷を中心としたア
ジア太平洋戦争の戦没者の名が記
された碑があります。田無の總持
寺山門前にある平和観音像と併せ、戦
後70年を迎える今年、訪れたいスポッ
トの一つです。
　また、かつてはこの街道沿いに大き
な塚がありました。新たに開通した調
布保谷線の西東京下保谷トンネルがそ
の場所に当たり、解説板がかつての姿
を伝えています。「南

みなみ

入
いり

経
きょう

塚
づか

」と呼ばれ
ていたその塚は、下保谷村と上保谷村
の村境に作られ、下保谷村が日蓮宗に
改宗した際に経典を埋めた「経塚」では
ないかとされていました。しかし発掘
調査などでも経典
は発見されず、そ
の規模の大きさな
どからも、村や宗
教の境を示す「境
塚」なのではない
かと考えられてい
ます。塚に建立さ
れていた３基の石
碑は現在、福泉寺に安置されています。
　暑い盛りですが、社寺には豊かな緑
もあります。商店街などものぞきながら、
古道の散策にぜひお出掛けください。

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

地域デビュー シリーズ第３弾
ようこそ！「小さな文化祭」へ
８月29日㈯  午前10時～正午
イングビル
　市内を拠点に文化・芸術分野で活躍
している団体が、活動の様子などをお
話しします。
d市内在住・在勤・在学の方
e25人（申込順）
i８月22日㈯までに、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、jの「小さな文化
祭」係へ
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）

議場コンサート（弦楽四重奏）

８月31日㈪  午前10時
田無庁舎３階
□曲目　アイネ・クライネ・ナハトム
ジーク第１楽章、弦楽四重奏曲「アメ
リカ」第１楽章ほか（予定）
e100人（先着順）
i当日午前９時から、議会事務局（田
無庁舎３階）で整理券を配布
※未就学児は入場不可
※録音・撮影禁止
◆議会事務局n
（p042－460－9860）

松本徹さん講演会
絵本の底ぢから
９月５日㈯  午前10時～正午
柳沢公民館　※当日、直接会場へ
　福音館書店で、子どもの本づくりに
携わって約30年。「絵本の持つ力」に
ついてお話しします。
e80人（先着順）
□共催　子どもの読書勉強会
◆柳沢図書館
（p042－464－8240）

市民体力テスト
～自身の体力チェックを！～
９月６日㈰  受付：午前９時30分～
11時30分・午後１時30分～３時30分
きらっと　※当日、直接会場へ
　自分の体力を知り、健康維持や体力
づくりに役立てましょう。
□種目　握力・上体起こし・長座体前
屈・開眼片足立ち・10ｍ障害物歩行・
６分間歩行・20ｍシャトルラン・立
ち幅跳び・反復横跳び
※年齢により測定種目が異なります。
※体力テストを受けた方は、骨密度と
血管年齢の測定が受けられます（測定
は午前・午後の各先着100人）。
d市内在住･在勤･在学の小学生以上
h室内用運動靴（必須）・運動ができ
る服装・タオル・飲み物など

◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

沿線３市連携事業
我が家の子育てパパ次第
９月13日㈰ 午後１時30分～３時
30分
住吉会館ルピナス

　「パパとしてどのように子どもと向
き合えばいいの？」そんな疑問に対し、
パパならではの子育て法を楽しく・分
かりやすくお伝えします。
e40人　※保育あり：生後６カ月以
上の未就学児・15人（申込順）
f小崎恭弘さん（ファザーリング・ジャ
パン関西）
i８月17日㈪午前９時から、電話ま
たはEメールで下記へ
◆男女平等推進センター（p042－
439－0075・mkyoudou@city.
nishitokyo.lg.jp）
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人口と世帯
総人口 19万8,855人
（32増）
平成27年８月1日現在　※（　）は先月比

●住民登録 〈うち外国人住民〉
人口／19万8,855人（32増） 人口／3,354人
男 ／ 9万7,184人（14増） 男 ／1,607人
女 ／10万1,671人（18増） 女 ／1,747人
世帯／  9万3,353 （47増） 世帯／1,855

　奥武蔵の山林で、間伐の林業体験・
箸づくりなどの木工・薪割りなどを楽
しみながら、森林の大切さを学びます。
森林浴を兼ねて出掛けませんか。
d市内在住・在勤・在学の16歳以上
e15人（申込順）
g交通費
h野外活動に適した服装と靴・軍手・
雨具・昼食・飲み物・筆記用具
i８月19日㈬午前９時から、電話・
ファクス・Eメールで、住所・氏名・
年齢・電話番号を添えてjへ
jエコプラザ西東京（p042－421－
8585・l042－ 421－ 8586・
mecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp）
※電話受付：午前９時～午後５時
◆環境保全課
（p042－438－4042）

身近な自然～雑木林の魅力～

10月３日㈯  午後１時30分～４時
西東京市民会館
　自然科学番組「ニッポンの里山」のプ
ロデューサーが、番組制作の意図や美
しい風景との出会いの魅力に加え、街

の身近な緑としての「西原自然公園」を
“里山”の視点からお話しします。
　併せて、西原自然公園を育成する会
が市民の協力を得て制作したアニメ映
画「さくらとサクリン～雑木林のひみ
つ～」を上映します。
　豊かな里山の自然との触れ合いのひ
と時をお過ごしください。
e70人（申込順）
f小野泰洋さん（NHKテレビ番組「ニッポ
ンの里山」エグゼクティブプロデュー
サー）
i９月30日㈬までに、電話で下記へ
□共催　西原自然公園を育成する会
◆みどり公園課o
（p042－438－4045）

においストレスのない家に！
～においのメカニズムを徹底解剖～
10月６日㈫  午前10時
消費者センター分館
　住まいの気になるにおいを実験を交
えて体感してみませんか。原因・対策
も紹介します。
e24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メールで、件名「に
おいストレスのない家」・住所・氏名・
電話番号・ファクス番号（ファクスの
場合）を明記し、〒202－8555市役
所協働コミュニティ課へ
◆協働コミュニティ課o（p042－438
－4046・l042－438－2021・
mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp）

イベント NEWS もっと知ろう！ 楽しもう！

市内の情報をお届けします

街道を行く編大好きです

西東京
 　　　横

よ こ

山
や ま

道
み ち

ふるさと
 発見！
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多摩六都科学館ナビ

　愛と美の女神ビーナスに例えられる
金星は、いまだに謎多き惑星です。プ
ラネタリウムでビーナスの素顔に迫り
ます。星空解説とともにお楽しみくだ
さい。
a９月５日㈯～11月１日㈰
平日（水曜日を除く）：午後３時50分、
水・土・日曜日、祝日：午後１時10分・
３時50分
e各回234人（先着順）
g観覧付入館券　大人1,000円・
４歳～高校生400円
j多摩六都科学館（p042－469－
6100）　※月曜日は休館

生解説プラネタリウム
ミステリアス ビーナス（金星）

林業体験
～木に触れ、森を育てる～
９月19日㈯ 午前９時30分～午後３
時　※雨天時：20日㈰
西川・森の市場（飯能市）
集合：午前９時10分に西武池袋線武蔵
横手駅改札前

長座体前屈

和楽地蔵菩薩立像

「延慶」が
刻まれた板碑

塚に立っていた石碑

 第２回
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