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東京都最低賃金の改正

　10月１日から時間額985円に改正
されました。都内で働く全ての労働者
に適用されます。
j東京労働局賃金課
　p03－3512－1614
　東京働き方改革推進支援センター
　p0120－662－556

10月の薬湯 
～ラベンダー湯～

　皮脂の分泌を整えて、肌を健やかに
保つ効果があります。
※「銭湯の日」特別イベントも開催
a10月７日㈰
※小学生以下は入浴無料（保護者同伴）
b庚申湯・松の湯・みどり湯・ゆパウザ
j西東京市公衆浴場会
　庚申湯p042－465－0261

西東京創業支援・
経営革新相談センターの催し

□特別相談（要予約）
c中小企業診断士などが個別に創業・
経営全般の相談に乗ります。
□創業資金融資あっせん制度事前診断
制度の利用には、当センターの経営診
断を受けて創業計画書を作成する必要
があります。詳細はお問い合わせくだ
さい。
□西東京創業カフェ
a10月12日㈮午前10時～11時30分
bイングビル
c創業コーディネーターによる創業
に関する基礎知識、地元密着型の情報
提供
e10人（申込順）
j・i西東京商工会p042－461－
4573・西東京創業支援・経営革新相
談センターp042－461－6611

秋の不動産相談会

a10月16日㈫午前10時～午後４時
b田無庁舎２階

c不動産鑑定士による相談
j（公社）東京都不動産鑑定士協会
　p03－5472－1120

平成31年春入校　
陸上自衛隊 高等工科学校生徒

（推薦・一般）募集

d15歳以上17歳未満で中卒男子
●生徒教育３年修了時に高校卒業資格
を取得　●在学中は生徒手当月額９万
8,000円および年２回の期末手当を支給
□試験日程　●一般…１月19日㈯
●推薦…１月５㈯～７日㈪
i ●一般…11月１日㈭～１月７日㈪
●推薦…11月１日㈭～30日㈮
j自衛隊西東京地域事務所
　p042－463－1981

西東京市勤労者福祉サービスセンター
新規入会キャンペーン

　中小企業で働く従業員と事業主の皆
さんへの慶弔給付・健康維持増進・余
暇活動（レジャーなど）の福利厚生事業
を提供しています。
□期間　10月１日㈪～12月21日㈮
d�●市内の中小企業（従業員300人以
下）の事業主と従業員、パートの方、
個人事業主や一緒に働いている家
族（事業所単位での入会）

●�在住で、市外の中小企業で働く事業
主と従業員
g入会金300円・月会費500円（１人
当たり）
※期間中は入会・紹介者に特典あり
※詳細はjのkをご覧ください。
j西東京市勤労者福祉サービスセン
ターp042－464－1311（内線2897）

司法書士・税理士による 法律相談会

a10月13日㈯午前10時～午後４時
bアスタセンターコート
c不動産・会社登記・相続・贈与・遺言・
成年後見・家族信託・空き家・税務相談ほか
j東京司法書士会田無支部
　p042－313－0238

お役立ちガイド※iマークがないものは、当日、直接会場へ
他機関からのお知らせ ガス設備機器の火災に注意

　調理中にガスコンロの周囲にある
可燃物や、着衣に着火する火災が発
生しています。
□着衣着火を防ぐ
● �防炎品のエプロンやアームカバー
を使用する

●�袖や裾が広がった衣服の着用を避
ける

●�鍋等の底から火があふれ出ないよ
うに、適切な火力調整をする

□伝導加熱
ガスコンロの熱が壁面の金属板など
を伝わり、内側の木材を徐々に炭化
させ、出火に至ることがありますの
でガスコンロと壁の距離を適切にと
り、定期的に点検確認を行いましょ
う。
j西東京消防署p042－421－0119▲

危機管理室op042－438－4010

◦�おはなしおばさんのおはなし会　� �
７日㈰午前11時
◦�にこにこおはなし会　４・18日㈭午前
11時／１～２歳児と保護者
◦�サンサンおはなし会　� �
21日㈰午前11時／３歳児から

◦�おはなし会　� �
毎週㈭午後３時30分／３歳児から

◦�ちいさなおはなしひろば　12・26日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなしひろば　� �
12日㈮午後３時30分／３歳児から

◦�おはなしのへや　６・20日㈯午後３時
30分／５歳児～小学３年生
◦�秋のおはなしひろばスペシャル　26日
㈮午後３時30分～４時30分／３歳児から

◦�ちびっこおはなし会　� �
10日㈬午前11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなし会　毎週㈭午後４時／３歳児から

◦�ちびっこおはなし会　３・17日㈬　� �
午前11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなし会　� �
10・24日㈬　午後３時30分／３歳児から

p042－465－0823
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

中  央  

p042－421－3060
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

保谷駅前  

p042－465－9825
火～日　午前10時～午後６時

芝久保   

p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時

谷  戸   

◦�ちいさなおはなしひろば　� ５・12日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者
◦�わくわくドキドキ紙芝居　� �
13日㈯午前11時
◦�おはなしひろば　� �
毎週㈬午後３時30分／３歳児から

◦�ちいさなおはなしひろば　�５・12・26
日㈮午前11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなしひろばサタデー　� �
13日㈯午前11時／３歳児から

◦�おはなしひろば　� �
３・17日㈬午後４時／３歳児から

児童館・児童センターとの共催行事
◦�はじめてのページ　� �
４日㈭午前11時／下保谷児童センター
◦�新町おはなしひろば　17日㈬午後３時
30分／新町児童館／３歳児から

１日㈪・９日㈫・15日㈪・
22日㈪・29日㈪

※�中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書館は、19
日㈮休館
※芝久保・谷戸図書館は、８日㈷休館

休館日

p042－464－8240
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

柳  沢  

p042－424－0264
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

 ひばりが丘  

乳幼児～小学生を対象としたおはなし会など、いろいろな行事を行っています。
お問い合わせは各図書館へ。

ようこそ としょかんへ 10月

姉妹都市・友好都市に泊まろう！

大内宿（下郷町）

鵜原海水浴場（勝浦市）

　市では、姉妹都市・友好都市（福島
県南会津郡下郷町・山梨県北杜市・千
葉県勝浦市）との交流を深めてもらえ
るよう、宿泊料金の一部を助成してい
ます。ぜひご利用ください。
※北杜市は、須玉町・清里高原エリア
の指定宿泊施設のみ

□助成金額（１泊当たり）
● �大人（13歳以上）…旅館1,500円、
民宿・そのほか1,200円

● �小人（３歳以上13歳未満）…旅館
1,200円、民宿・そのほか1,000円
□利用方法
①契約宿泊施設一覧より、希望施設に
直接予約申込
※一覧は、文化振興課（保谷庁舎３階）・
保谷庁舎１階ロビー・田無庁舎２階ロ
ビー・各出張所・市kで配布
②予約後、文化振興課で契約保養施設
利用券を申請（電話申請不可）
h身分証明書など本人確認ができる
もの（認め印不要）
③宿泊当日、利用券を宿泊施設に提出

※家族やグループでの利用も、助成対
象は市内に住民登録のある方のみ

□年間利用限度　１人当たり２泊
※７月15日号で今年度の助成は７月
末頃に終了する見込みとお知らせしま
したが、引き続き、ご利用いただける
ことになりました。ただし、年度途中
で助成が終了することが予想されます
ので、あらかじめ右記へお問い合わせ

のうえ、ご申請ください。
※姉妹都市・友好都市施設利用助成事
業は、今年度をもって終了する予定で
す。多くの市民の皆様に姉妹都市・友
好都市の魅力を知っていただき、市民
同士の交流を深めるため、新たな交流
事業を検討しています。▲

文化振興課o
　p042－438－4040

※詳細は、各都市のjへお問い合わせください。
j下郷町商工観光係p0241－69－1144　北杜市観光協会p0551－30－7866
　勝浦市観光商工課p0470－73－6641

□イベントスケジュール（下半期）
開催日 イベント 都市 場所

10月14日㈰ 須玉甲斐源氏祭り 北杜市須玉町 須玉ふれあい館

11月�４日㈰ かつうら魅力市 勝浦市
国際武道大学広場
勝浦市芸術文化交流
センター（Küste）内

11月�４日㈰ もみじウオーク 北杜市須玉町 増富
平成31年２月９日㈯・10日㈰ 大内宿雪まつり 下郷町 大内宿

２月16日㈯ なかやま「雪月火」 中山花の郷公園
２月22日㈮～３月�３日㈰ かつうら

ビッグひな祭り 勝浦市 市内各地
２月23日㈯ 湯野上温泉火祭り 下郷町 湯野上

まきば公園（北杜市）


