
平成１９年（２００７年）２月１５日
広報西東京

6催催 しし

　　　　２月は固定資産税・都市計画税第４期、国民健康保険料第８期、介護保険料第８期の納期です ◆納税課（碓田 緯内線１３５５）◆保険年金課（碓田 緯
内線１４８１）◆高齢者支援課（碓保 緯内線２３２２）

　東京三弁護士会多摩支部が、多
摩地域４か所で同時に特設の法律
相談会を行います。弁護士が一人
当たり３０分の相談に無料で応じま
す。
▽とき　３月３日（土）午後１時
～午後４時
▽ところ　①西東京会場…コール
田無イベントルーム　②青梅会場
…福祉センター（青梅市青梅１―
１７７―３）　③東大和会場…中央公
民館（東大和市中央３―９２６）　
④八王子会場…多摩弁護士会館
（八王子市明神町４―１―１１）
▽定員　各会場２４人（完全予約制）
▽予約受付　２月１９日（月）～２８
日（水）の午前９時３０分～午後５
時の間に、「３月３日係」と伝えて、
電話で申し込みください。
予約電話番号　緯０４２―６４５―９４５１
▽問合せ　東京三弁護士会多摩支
部／東京三弁護士会八王子法律相
談センター（緯０４２―６４５―４５４０）
◆生活文化課（碓田 緯内線1412）

  多摩六都ビッグバンド養成講座
から誕生したバンドの演奏です。
▽とき　３月４日（日）午後２時
開演
▽ところ　西東京市民会館公会堂
▽出演　ノーザンシックス・ビッ
グバンド
▽ゲスト　佐藤 允  彦 さん（ピアノ）

まさ ひこ

▽入場料　無料
▽問合せ　ノーザンシックス・ビ
ッグバンド事務局・高松（緯４６１－
８６６０）
◆生活文化課（碓田 緯内線１４１４）

　英語は、アメリカ、イギリスだ
けでなく、世界中で母国語、また
は共通語として話されています。
　インド、フィリピン、ポーラン
ド出身の子ども英語教育の専門家
を講師に迎え、英語、そしていろ
いろな文化に触れる楽しい体験を
してみましょう。

▽とき　３月１７日（土）①幼稚園
年中～年長相当対象：午前１０時～
１０時５０分　②小学校１、２年生対
象：午前１１時１０分～正午
▽ところ　南町スポーツ・文化交
流センター「きらっと」
▽定員　①２４人②３０人（予約制）
▽参加費　一人５００円
▽申込　往復はがきまたはＥメー
ルで①参加する子どもの名前　②
学年　③保護者の名前　④住所　
⑤電話番号（ＦＡＸの有無）を明
記の上、３月２日（金）必着でお
申し込みください。
〒１８８－８６６６西東京市役所生活文
化課「英語で楽しく３／１７」係、

　パート、派遣、契約社員などの
働き方と法律上の決まり・税金・
社会保険などの実践的なテーマに
ついて、東京都労働相談情報セン
ター国分寺事務所と共催でセミナ
ーを開催します。ぜひご参加くだ
さい。
▽とき・内容　（別表のとおり）
▽ところ　アミュービル４階清瀬
市男女共同参画センター（アイレ
ック）（西武池袋線清瀬駅北口駅
前）
▽定員　６０人（先着順）
▽申込・問合せ　電話で東京都労
働相談情報センター国分寺事務所
調査普及係（緯０４２－３２３－８５１１）へ
※保育をご希望の方は、申し込み
時に予約ください。
◆産業振興課(碓田 緯内線１４４１)

ま た はbunka@city.nishitokyo.lg. 
jp（件名に必ず「英語で楽しく３
／１７」と明記してください）まで。
※　応募者多数の場合は抽選。
▽共催　西東京市多文化共生・国
際交流センター
◆生活文化課（碓田 緯内線１４１２）

▽とき　３月１８日（日）午前９時
３０分～午後５時
▽ところ　「きらっと」
▽参加資格　市内在住・在勤・在
学者４人で構成されたチーム
▽募集　２４チーム
▽参加費　にしはらスポーツクラ
ブ会員３００円／人、非会員５００円／
人（保険代含む）
▽競技方法　日本バレーボール協
会・ソフトバレーボール競技規則
に準ずる
▽競技種別　男女混合（男２人女
２人）の部・女子の部
▽申込方法　申込用紙と参加費を
添えて直接にしはらスポーツクラ
ブへ
※申込用紙は、にしはらスポーツ
クラブ・総合体育館・きらっと・
スポーツセンターにあります。
▽申込期限　３月１１日（日）
▽問合せ　にしはらスポーツクラ
ブ（緯４６７－９９１９木曜日休）
◆スポーツ振興課（碓保 緯内線２７１５）

催催 しし

　昨年１２月実施した市報について
アンケ－トには、１０９人の皆さんに
ご協力をいただき、誠にありがと
うございました。
　このアンケート結果がまとまり
ましたので、ご報告します。
　皆さんからいただきました貴重
なご意見を活用させていただきな
がら、リニュ－アルや編集等に取
り組んでまいります。
　今後とも、広報｢西東京」をご愛
読いただきますようお願いいたし
ます。
◆広報広聴課（碓田 緯内線１１４１）

☆☆☆『広報「西東京」についてのアンケ－ト』へのご協力、誠にありがとうございました☆☆☆

５.５％６人多すぎる

①発行回数
８８％９６人ちょうどよい
４.５％５人少なすぎる
１.８％２人無回答

１０９人計
９.１％１０人多すぎる

②ページ数
７９.８％８７人ちょうどよい
８.２％９人少なすぎる
２.７％３人無回答

１０９人計
１４.６％１６人小さすぎる

③文字の
　大きさ

８２.５％９０人ちょうどよい
２.７％３人大きすぎる
０％０人無回答

１０９人計

５８人お知らせ

⑦役立つ
　情　報
(複数回答)

６５人健康
１４人パブコメ
２１人市民相談情報
２１人児童館
３２人図書館
５４人催し
３０人みん伝
１８人ガイド
１３人無回答

２５.６％２８人見やすい
⑧　紙　面
　　デ　ザ
　　イ　ン

５４.１％５９人ふつう
６.４％７人見にくい
１３.７％１５人無回答

１０９人計

３２.１％３５人横書き

④文字組み
４０.３％４４人縦書き
２４.７％２７人どちらでもよい
２.７％３人無回答

１０９人計
２６.６％２９人理解しやすい

⑤記事の
　内　容

６０.５％６６人ふつう
１１.９％１３人理解しにくい
０.９％１人無回答

１０９人計
４６.７％５１人できる

⑥情報収集
３０.２％３３人ふつう
９.１％１０人できない
１３.７％１５人無回答

１０９人計

椛多様な働き方セミナー

椛ノーザンシックス・ビッグ
バンド・ジャズコンサート

椛子ども対象「英語で楽しく」！

(別表)

テーマ・講師と　き

「非正社員をめぐ
る法律問題」
弁護士  江上千恵
子さ

ん

３月２日（金）
午後７時
 億億億 ～９時

「パート等で働く
人の税金、労働保
険、社会保険」
社会保険労務士
田島ひとみさ

ん

３月９日（金）
午後７時
 億億億 ～９時

椛東京三弁護士会多摩支部
　　　無料法律相談会　

椛総合型地域スポーツクラブ

“にしはらスポーツクラ

ブ”主催「第２回ソフトバ

レーボール大会」参加チー

ム募集

　最近、犬・猫の飼い方に関する

苦情・相談が大変増えています。

そこで犬・猫を飼っている方は、

自分の飼育マナーや飼い主として

の責任とモラルをもう一度考えて

みてください。

■犬を飼っている方へお願い
　①フンは必ず持ち帰りましょ

う。尿は、水で

洗い流しましょ

う（ペットボト

ル等に水を入れ

ておく）。

②散歩の際は必

ずリードをして

ください。リードは、犬をいつで

もコントロールできる長さにして

しっかり持つようにしましょう。

■猫を飼っている方へお願い
①猫はできるだけ室内で飼育しま

しょう（猫の交通事故や病気感染

の予防になります）。

②飼い主がわ

かるように、

名札をつけま

しょう。

③飼い主不明

の猫に、安易に餌をあげることは

やめましょう。

■犬、猫または動物を飼っている
方へお願い
①不妊・去勢手術を受けましょう。

飼育できない子犬・子猫等の処置

に困らなくなります。

②ペットは絶対に捨てないでくだ

さい。

　ペットを捨てることは、法律に

よって禁止されています。絶対に

やめてください。また、捨てられ

たペットが、人間に迷惑をかけて

しまい、ペットも人間も悲しい思

いをします。ペットは最後まで責

任を持って飼いましょう。

◆環境保全課(碓保 緯内線２２１２）

犬・猫を飼う責任とモラルを概

　市では、人命尊重の理念に立

って、交通事故のない市民が安

全で安心して生活できる「まち」

を実現することを目的に、西東

京市交通安全計画の策定を進め

ております。

　このたび、西東京市交通安全

計画の素案がまとまりましたの

で、素案を公開し、市民の皆さ

んの意見を募集いたします。

▽対象　市内在住、在勤、在学
の方および市内に事業所等を有

する個人・法人・団体

▽意見の提出方法・提出先　次
のいずれかの方法で、住所・氏

名・案件名（西東京市交通安全

計画）を必ず明記して、提出し

てください。

①直接または郵送　〒２０２―８５５５

西東京市役所保谷庁舎都市整備

部交通計画課あて

②ファクス（都市整備部捌４３８―

２０２２）

③電子メール（市のホームペー

ジから）

※住所・氏名は公表いたしませ

んが、匿名意見は受付けできま

せん。提出された意見に個別の

回答はできません。

▽提出期間　２月１６日（金）～
３月２日（金）（必着）

▽素案の閲覧　２月１６日（金）
から両庁舎の情報公開コーナ

ー、市ホームページでご覧にな

れます。

◆交通計画課（碓保 緯内線２４７１）

『西東京市交通安全計画（素案）』

の公表および意見募集


