
a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金  h持ち物  i申込  j問い合わせ  lファクス  mメール  kホームページ  n田無庁舎  o保谷庁舎凡例

4 広報 平成30年（2018年）5月1日号

□補助金額（１人１泊）　�大人（13歳以上）…3,000円� �
子ども（３～12歳）…2,000円

□利用限度・期間　年３回（１回３泊まで）・平成31年３月31日まで

※料金は直接、施設にお問い合わせください。

i①西東京市国民健康保険または後期高齢者医療保険加入者であることを伝
えて、直接契約施設へ予約
②予約後、利用日の前日までに認め印と保険証を持参し、保険年金課（田無庁
舎２階）・市民課（保谷庁舎１階）・出張所へ（出張所申込分の利用券は後日郵送）
�

▲

保険年金課np042－460－9821

国民健康保険保養施設をご利用ください

都営住宅の入居者募集
❖東京都直接募集
●家族向け・単身者向け…3,400戸
□案内・申込書配布
a５月７日㈪～15日㈫の平日のみ

b田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎
１階総合案内・出張所
※都庁・区市町村窓口・jでも配布
※申込書などは、募集期間中のみj
のkからもダウンロード可
i５月17日㈭（必着）までに、申込
書を渋谷郵便局へ郵送
j東京都住宅供給公社都営住宅募集

センター（案内配布期間中p0570
－010－810／それ以外p03－3498
－8894）
❖西東京市地元募集
●家族向け（２人以上）…３戸
□案内・申込書配布
a５月23日㈬～31日㈭の平日のみ

b田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎
１階総合案内・出張所
i６月５日㈫（必着）までに、〒202
－8555市役所住宅課へ郵送▲

住宅課op042－438－4052

防災行政無線などによる
全国一斉情報伝達試験

　武力攻撃や地震などの災害時に、
全国瞬時警報システム（Jアラート）
から送られてくる国の緊急情報を、
確実に皆さんへお伝えするため、市
内で緊急情報伝達手段の試験を行い
ます。
　この試験は、全国的に実施されます。
a５月16日㈬午前11時
c市内75カ所の防災行政無線ス
ピーカーより「これは、Jアラートの
テストです」という音声を３回放送

※災害とお間違えのないようにお願
いします。
※詳細は市kをご覧ください（「安
全・安心いーなメール」でも本試験
をお知らせする内容を配信予定）。
□Jアラート　国から送られてくる
弾道ミサイル情報や地震などの緊急
情報を、人工衛星などを活用して瞬
時に情報伝達するシステム▲

危機管理室o
　p042－438－4010

５月16日

ホテル・旅館・ペンションなど 電話番号 金額（大人）

静岡

熱海

伊豆網代温泉　松風苑 0557－68－3151 11,150円から

シーサイドいずたが 0120－73－1241 10,128円から

熱海シーサイド・
スパ＆リゾート 0557－82－8111 （※１）

12,650円から

かんぽの宿　熱海 0557－83－6111 11,500円から

うたゆの宿　
熱海四季ホテル 0570－783－026 9,330円から

伊豆高原
ホテルアンビエント
伊豆高原本館 050－5846－1234 9,490円から

かんぽの宿　伊豆高原 0557－51－4400 11,300円から

伊豆長岡 小松家八の坊 055－948－1301 10,950円から

土肥 旅館おおや 0558－98－1108 10,950円から

舘山寺 浜名湖グランドホテル
さざなみ館 050－5846－1234 9,490円から

御殿場 LaLa�GOTENBA
ホテル＆リゾート 0550－82－9600 17,750円から

神奈川

箱根
ホテル南風荘 0460－85－5505 11,490円から

うたゆの宿　箱根 0570－783－026 8,790円から

かんぽの宿　箱根 0460－84－9126 12,000円から

強羅 強羅　風の音 0460－87－6164 16,600円から

湯河原
奥湯河原温泉　青巒荘 0465－63－3111 14,190円から

ホテル城山 0465－63－0151 13,110円から

ゆがわら　水の香里 0465－62－1830 9,870円から

山梨

甲府 ホテル神の湯温泉 0551－28－5000 12,030円から

ホテル弘法の湯 055－252－5105 8,790円から

石和 くつろぎの邸くにたち 055－263－2311 16,350円から

須玉 不老閣 0551－45－0311 11,976円から

清里 清里高原ホテル 050－5846－1234 13,090円から

八ヶ岳 八ヶ岳ホテル　風か 0551－36－6414 13,950円から

山中湖 ホテルマウント富士 0555－62－2111 17,150円から

山中湖　秀山荘 0555－62－5481 9,330円から

ホテル・旅館・ペンションなど 電話番号 金額（大人）

千葉

木更津 龍宮城スパ・ホテル三日月 0438－41－8111 16,350円から

勝浦 勝浦ホテル三日月 0470－73－1115 16,350円から

鴨川 かんぽの宿　鴨川 04－7092－1231 11,000円から

浦安 ホテルエミオン東京ベイ 047－304－2727 （※２）
7,800円から

埼玉 寄居 かんぽの宿　寄居 048－581－1165 11,000円から

東京 青梅
奥多摩清流の宿　
おくたま路 0428－78－9711 15,270円から

かんぽの宿　青梅 0428－23－1171 11,200円から

栃木 鬼怒川 絹の渓谷　碧流 0288－77－0818 14,550円から

川治 湯けむりの里柏屋 0288－78－0002 13,110円から

群馬

伊香保
石坂旅館 0279－72－3121 8,790円から

ホテルいかほ銀水 0279－72－3711 8,790円から

金太夫 0279－72－3232 8,574円から

草津 ホテル櫻井 0279－88－1111 16,350円から

草津スカイランドホテル 0279－88－5050 12,030円から

四万 四万グランドホテル 0279－64－2211 13,110円から

月夜野 月夜野上牧温泉　辰巳館 0278－72－3055 10,950円から

安中 かんぽの宿　磯部 027－385－6321 11,000円から

茨城 大洗 かんぽの宿　大洗 029－267－3191 11,200円から

新潟
湯沢 民宿　以っ久 025－789－4721 （※２）

5,300円から

津南 ニュー・グリーンピア津南 03－5946－2361 9,820円から

六日町 ほてる木の芽坂 0120－25－3452 10,920円から

長野

蓼科 ホテルアンビエント蓼科 050－5846－1234 9,040円から

安曇野 ホテルアンビエント安曇野 050－5846－1234 9,490円から

戸倉
上山田

ホテル圓山荘 026－275－1119 14,190円から

ホテル清風園 026－275－1016 16,350円から

亀清旅館 026－275－1032 10,950円から

富士見
高原

ベル 0266－66－2141 7,800円から

コットン・フィールズ 0266－66－2801 8,400円から

白馬 ヴィヴァルディ 0261－72－7255 9,720円から●各保養施設の利用期間…４月１日～平成31年３月31日
● �（※１）は平成29年度料金につき、変更となる場合があります。予約時にお確かめください。
● �利用料金は、平日１泊２食付（※２は１泊朝食付）１室２人利用時の１人当たりの参考料金です。利用日や人数・部屋のタイプなどにより料金の変動や補助対象外の場合があ
りますので、予約の際に必ず利用施設にお確かめください。

　将来のまちづくりに向けたビジョ
ンである総合計画について、広く市
民の皆さんに知っていただくため、
シンポジウムを開催します。総合計
画策定審議会委員である講師による
基調講演や、トークセッション、ま
ちづくりに対する若者の斬新な発想
やアイデアなどを検討してきた「ま
ちづくり若者サミット」メンバーに
よる発表などを行います。当日は手
話通訳があります。
a５月19日㈯午前９時30分～11
時45分（開場：９時15分から）
bコール田無
※車での来場は、ご遠慮ください。
e165名（先着）　※車椅子席あり

□第１部　基調講演

f中村桂子さん（WHO健康都市連合
事務局長（医学博士））
「（仮）いっしょにみつけよう、人と
まちの『健康』を」
□第２部　
●トークセッション
コーディネーター和田清美さん（首都
大学東京教授）
「（仮）西東京市の将来像」
パネリスト４人（予定）
●プレゼンテーション　
まちづくり若者サミットメンバーに
よる発表「住みたい・住み続けたい
魅力ある西東京市のまちづくりに向
けて」▲

企画政策課n
　p042－460－9800

第2次総合計画（後期基本計画）シンポジウム

西東京就職情報コーナーのご利用を
～平成29年度は1,000人以上の方が就職～
　西東京就職情報コーナーは、市と
ハローワーク三鷹が共同で運営する、
身近なお仕事探しスポットです。
　全国の求人情報の検索や、ハロー
ワーク職員による相談を受け付けて
います。

a平日午前９時～午後５時（年末年
始を除く）
b田無庁舎２階
j西東京就職情報コーナー
　p042－464－1860▲

産業振興課op042－438－4041


