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年末・年始のごみ出しは計画的に
❖金属類・廃食用油・小型家電の収集
４週間に１回ですので、忘れずに
出してください。
□最終収集日（12月）
収集地域

５日㈬ 19日㈬
19日㈬ ５日㈬
26日㈬ 12日㈬
12日㈬ 26日㈬

▲

❖ご協力ください
最終収集日以降にごみや資源物を
出すと回収されず、路上にごみが散
乱するなど危険な状態になることが

空き巣被害 年末年始に増加！

ようこそ としょかんへ 12月
中 央

p 042－465－0823
火～金 午前10時～午後８時
土・日・祝 午前10時～午後６時

◦おはなしおばさんのおはなし会 

２日㈰午前11時
◦に こにこおはなし会 ６・20日㈭午前
11時／１～２歳児と保護者
◦サンサンおはなし会 

16日㈰午前11時／３歳児から
◦お はなし会 ６・13・27日㈭午後３時
30分／３歳児から
◦雪やこんこんお話と紙芝居スペシャル！
15日㈯午前11時／３歳児から
◦クリスマス会 

20日㈭午後３時／３歳児から

保谷駅前

p 042－421－3060
火～金 午前10時～午後８時
土・日・祝 午前10時～午後６時

◦ち いさなおはなしひろば 14・28日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者
◦おはなしひろば 

14・28日㈮午後３時30分／３歳児から
◦お はなしのへや １・15日㈯午後３時
30分／５歳児～小学３年生

芝久保

p 042－465－9825
火～日

午前10時～午後６時

◦ちびっこおはなし会 

12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
◦かにむかしのおはなし会 

16日㈰午前11時から

谷 戸

p 042－421－4545
火～日

午前10時～午後６時

◦ち びっこおはなし会 ５・19日㈬午前
11時／１～２歳児と保護者
◦おはなし会 

12・26日㈬午後３時30分／３歳児から
◦クリスマス会おはなし会 

19日㈬午後３時30分／３歳児から

≪申込時の注意≫

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。

柳 沢

p 042－464－8240
火〜金 午前10時～午後８時
土・日・祝 午前10時～午後６時

◦ちいさなおはなしひろば  ７・14日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者
◦わくわくドキドキ紙芝居 

８日㈯午前11時
◦お はなしひろば ５・12・26日㈬午後
３時30分／３歳児から
◦クリスマスおはなしひろば 

19日㈬午後３時30分／３歳児から

ひばりが丘

p 042－424－0264
火〜金 午前10時～午後８時
土・日・祝 午前10時～午後６時

◦ちいさなおはなしひろば ７・14・28
日㈮午前11時／１～２歳児と保護者
◦おはなしひろばサタデー 

８日㈯午前11時／３歳児から
◦おはなしひろば 

５・19日㈬午後４時／３歳児から

講座名
①おもてなし講座
②語学講座
③語学講座
④語学講座
⑤語学講座

１月23日㈬
30日㈬
２月 ６日㈬
13日㈬
20日㈬

午後５時から抽選）
に、
i 12月１日㈯～14日㈮（必着）
ふりがな
往復はがき・メールで住所・氏名・
ローマ字・年齢・性別・電話番号・
メールアドレスを〒202－8555市
役所文化振興課「外国人おもてなし
語学ボランティア」
係へ
※１日㈯午前０時より前に発送され
たメール・はがきは対象外
※メールで受領した申込については、
受領連絡します。
文化振興課 o
p 042－438－4040
m bunka@city.nishitokyo.lg.jp

日程
午後１時～４時30分

場所
コール田無

午後２時～４時

TOKYO交通安全キャンペーン 12月１日㈯～７日㈮
12月は、１年の中で最も交通事故死者数や交通事故件数が多い傾向にあり
ます。年末の慌ただしさの中で
「急ぎの心理」にならないように、落ち着いた
運転を心掛けましょう。
道路管理課 o p 042－438－4055
▲

るための防犯フィル
ムを貼り付ける
空き巣対策として
「入りにくい家」という
印象を持たせることが重要です。ご
家庭でできることから防犯対策を行
い、被害を未然に防止しましょう。
j 田無警察署
p 042－467－0110
危機管理室 o
p 042－438－4010
▲

多くの人が帰省する年末年始は、
留守になる家が多くなり、外も暗く
なるのが早いことから空き巣被害が
多発します。被害に遭わないために
も防犯対策をしましょう。
●窓
 やドアにもう１つ鍵を取り付け
２ロックにする
●セ
 ンサーライトやチャイム音で侵
入を知らせてくれる防犯センサー
を設置する
●ガ
 ラスを破るのに手間をかけさせ

東 京2020オ リ
ンピック・パラリ
ンピックに向けて、
外国人に簡単な英
語で手助けができ
るように、おもて
なしの心を学ぶ講座を受講してみま
せんか。講座修了後は、市や都開催
の各種講座・イベントの情報提供な
どを行います。
※東京都主催の同名講座と同内容。
受講済みの場合は参加できません。
応募情報は、東京都・受託業者に提
供します。
a・b 下表参照
d 在住・在勤・在学で15歳以上の
方（中学生を除く）
※市 k の注意事項を必ずご覧くだ
さい。
e 36人（申込多数は、12月18日㈫

▲

田無町・西原町・
北原町・谷戸町・
緑町・ひばりが丘
東町・泉町・住吉町・
ひばりが丘北・栄町・
北町・下保谷
柳沢・東伏見・中町
保谷町・富士町
南町・向台町・
芝久保町・新町

廃食用
金属類 油・小
型家電

あります。次回の収集日まで出さな
いでください。
❖粗大ごみ収集の申込
年内収集の申込は12月21日㈮ま
でです。22日㈯〜28日㈮の受付分
は１月４日㈮以降の収集となります。
年末年始は粗大ごみの申込が多く、
電話がつながりにくくなりますので、
ファクスやメールをご利用ください。
※ファクス・メールでの年内収集受
付は、21日㈮午後６時まで
□し尿収集
● 年内：12月27日㈭まで
● 年始：１月７日㈪から
i・j 粗大ごみ受付センター
p 042－421－5411・l 042－421
－5415・m uketuke@nishitokyosodai.jp
ごみ減量推進課p 042－438－4043

外国人おもてなし語学ボランティア
育成講座セットコース（全５回）

［重点項目］
重点１ 子どもと高齢者の安全な
通行の確保と高齢運転者の交通事故
防止
●
飛び出しや路上遊戯の危険性を教
えましょう。
●
信号無視や横断禁止場所の横断な
ど、ルール違反はやめましょう。
●
体調の優れない時は運転を控える
など、常に安全運転に心掛けま
しょう。
●
運転免許証を自主返納し、運転経
歴証明書の交付を受けるとさまざ
まな特典が得られます。
重点２ 自転車の交通事故防止
●
自転車は
「車両」です。交通ルール
を守りましょう。
●
東京都自転車の安全で適正な利用
の促進に関する条例では、全ての
自転車利用者にヘルメット着用の
努力規定を設けています。

重点３

二輪車の交通事故防止
あご

●
ヘルメットの顎ひもをしっかりと

締め、胸部・腹部を守るプロテク
ターを着用しましょう。
●
体の露出がなるべく少なくなるよ
うな長袖・長ズボンを着用しま
しょう。
●速
 度の出し過ぎに注意し、交差点で
はしっかりと安全確認をしましょう。
重点４ 飲酒運転の根絶
● 飲酒運転は悪質な犯罪です。
● 自転車も飲酒運転の対象です。
●
お酒を提供した人、車を貸した人、
同乗者も厳しく罰せられます。
重点５ 違法駐車対策の推進
●
違 法駐車は交通渋滞の発生源のほ
か、交通事故の原因にもなっていま
す。また年末は特に交通量が増える
ため、
違法駐車は絶対にやめましょう。
●
短時間の駐車でも必ず駐車場を利
用しましょう。

※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。

児童館・児童センターとの共催行事
◦はじめてのページ 

６日㈭午前11時／下保谷児童センター
◦新 町おはなしひろば 19日㈬午後３時
30分／新町児童館／３歳児から

休館日

３・10・17日㈪・
25日㈫・29日㈯～１月３日㈭

「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。

※中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書館は、21
日㈮休館
※芝久保・谷戸図書館は、24日㉁休館

● メール：申込先アドレスからの返信のためドメイン設定を

● 往復はがき
（124円）
：記載面誤り、返信面の宛先記入漏れにご注意を

