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□民宿『しんどう』

　（緯0470ー57ー3951）

　安房郡富山町高崎1152

 （交通機関：JR内房線岩井駅下車）

□民宿『こいづか荘』

 （緯0470ー73ー1639）

　勝浦市部原1133

 （交通機関:JR外房線勝浦駅下車）

　市内在住の方

　どちらも1泊2食付6,000円

　（宿泊室６畳）

※乳幼児は無料（寝具・食事なし）

※『こいづか荘』のみ市発行の友好都

市契約保養施設利用券が使えます。

　７月３日昇から電話でサービスセン

ターへ予約してください。予約後、来

所いただき「利用申込書」を記入のう

え「利用券」の発行を受けてください。

〈利用の取り消し〉

　利用日の７日前までです。それ以降

は利用料金を返還しません。

　勤労者福祉サービスセンター

　（緯464－1311㈹内線2897）

◆産業振興課　（緯438ー4041）

　西東京市勤労者福祉サービスセ

ンターでは、７月５日昭～８月31日

晶の期間、千葉県房総岩井海岸と勝

浦海岸に「海の家」を開設します。

　市の姉妹都市・友好都市にある契約施設に宿泊する場合、宿

泊料金の一部を助成しています。ぜひご利用ください。

◎姉妹都市…福島県南会津郡下郷町　◎友好都市…千葉県勝浦市

※姉妹都市であった山梨県須玉町は、平成16年11月1日に合併し、北

杜市となりましたが、当面この制度は、北杜市須玉町にある宿泊

施設でのみご利用いただけます。

□助成金額（１泊につき）

【旅館】　大人（13歳以上）1,500円／小人（３歳以上13歳未満）1,200円

【民宿】　大人（13歳以上）1,200円／小人（３歳以上13歳未満）1,000円

□利用方法

①宿泊施設一覧〔生活文化課（保谷庁舎３階）、両庁舎ロビー（田無

庁舎２階、保谷庁舎１階）、各出張所、市　〕から、直接ご希望の

施設に連絡をし、予約申し込みをしてください。

②予約後、生活文化課で利用券の申請をしてください。（電話での申

請はできません）その際に、保険証等身分証明になるものをご持

参ください。（印鑑不要）

③申請内容を確認後、利用券を発行します。利用当日に、宿泊施設に

提出してください。

※ご家族やグループ等で宿泊される場合も、市内在住の（住民基本台

帳または外国人登録原票に登録されている）方に限られます。

※利用限度は、１人２泊（１年間）までです。詳細は、お問い合わ

せください。

◆生活文化課　　（緯438－4040）保

夏の開放プール夏の開放プール

※料金等の詳細については、各市問

い合わせ先に確認してください。

お子さんと団体のみなさん、一般市民のみなさんに市内小・中学校のプールを無料開放します。 房総に海の家を

開設します!!   
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①西東京市菅平少年自然の家

（長野県上田市菅平高原）

　使用日の３か月前から７日前までに直

接電話で施設へ（市外の方は、１か月前）

　一般3,600円ほ
か（１泊２食付）

　菅平少年自然の家（緯0268ー74ー2277）

②小平市八ヶ岳山荘

（山梨県北杜市高根町清里）　

　使用日の前月の同日から１週間前まで

に利用料金を添えて、小平市体育課（市

民総合体育館内）へ

　大人2,200円ほ
か（１泊２食付）

　小平市教育委員会体育課

 （緯042ー343ー1611）

③東村山市白州山の家

（山梨県北杜市白州町）

　使用日の４か月前の１日。電話で予約し、

１週間前までに東村山市社会教育課へ

　大人1,000円ほ
か（自炊）

　東村山市教育委員会社会教育課

 （緯042ー393ー5111）

④清瀬市立科山荘

（長野県北佐久郡立科町）

　使用日の４か月前の同日から直接電話

またはインターネットで施設へ

　中学生以上6,940円から（１泊２食付）

□予約　立科山荘（緯0267ー51ー2300）

　http://www.city.kiyose.tokyo.jp/

　清瀬市教育委員会社会教育課

 （緯042ー495ー7001）
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①児童開放プール

□開放日　表１参照

□開放時間　※総入れ替え制

<午前>10時～正午

<午後>1時30分～3時30分

　小学生・おむつのとれた２歳以上

の幼児

　午前は10時までに、午後は１時30

分までに直接会場へ

□利用条件　①自転車で登校しない

こと ②貴重品、飲食物を持ち込まな

いこと ③化粧品（日焼け止等を含む）

は落として泳ぐこと ④浮き輪以外の

遊具は持ちこまないこと ⑤必ず水着、

水泳帽を着用すること ⑥貴金属類は

はずして泳ぐこと ⑦監視員の指示に

従うこと

②団体プール

□開放日　表２参照

□開放時間　

<午前>10時～正午

<午後>1時30分～3時30分

　子ども会、自治会、団体活動等

□利用条件　①利用上の責任は各団

体が持つこと ②プール監視員を各団

体の責任で５人以上配置すること ③

教育委員会派遣のプール総括責任者

の指示に従うこと

　７月13日晶までに直接スポーツ振

興課へ

③けやき小学校一般開放プール

□開放日　表３参照

□開放時間　※総入れ替え制

<午前>10時～正午

<午後>１時30分～３時30分

※施設管理上の面から、体育棟１階

で集合・解散

　一般市民

　（プールの水深は最大120㎝）

　午前は10時までに、午後は１時30

分までに直接会場へ

□利用条件　①自転車は所定の場所

に止めること ②車での来校は禁止 ③

飲食物を持ち込まないこと ④化粧品

（日焼け止等を含む）は落として泳ぐ

こと ⑤必ず水着、水泳帽を着用する

こと　⑥貴金属類ははずして泳ぐこと 

⑦監視員の指示に従うこと

④青嵐中学校一般開放プール

□開放日　表３参照

□開放時間　※総入れ替え制

<午前>10時～正午　

<午後>１時30分～3時30分

※施設管理上の面から、校舎１階で

集合・解散

　小学校５年生以上の一般市民

　（プールの水深は最大140㎝）

　午前は10時までに、午後は１時30

分までに直接会場へ

□利用条件　けやき小一般開放プー

ルと同じ

◆スポーツ振興課　（緯438ー4081）
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注意事項　小学校低学年・おむつのと

れた２歳以上の幼児２人に対し、必ず

水着を着用した保護者１人が付き添っ

てください。

　なお、介助が必要な児童についても

必ず保護者等が付き添ってください。

涼 海で！　山で！　プールで！海で！　山で！　プールで！

姉妹・友好都市

おもいっきり夏遊び！おもいっきり夏遊び！おもいっきり夏遊び！スポ
ット

スポ
ット

契約保養施設の宿泊助成案内

学校名 開　放　日
保谷第二小 ８月20日捷～29日昌
東 伏 見 小 ８月16日昭～27日捷
中　原　小 ８月８日昌～17日晶
碧　山　小 ８月21日昇～30日昭
栄　　　小 ８月６日捷～15日昌
泉　　　小 ８月２日昭～13日捷
東　　　小 ８月20日捷～29日昌
本　町　小 ８月６日捷～15日昌
住　吉　小 ８月22日昌～31日晶

学校名
表1　各期間の平日８日間が開放日です

開　放　日
田　無　小 ８月８日昌～17日晶
谷　戸　小 ７月30日捷～８月８日昌
向　台　小 ８月10日晶～21日昇
芝 久 保 小 ８月20日捷～29日昌
谷戸第二小 ８月15日昌～24日晶
柳　沢　小 ８月１日昌～10日晶
上 向 台 小 ８月８日昌～17日晶
け や き 小 ８月13日捷～22日昌
保　谷　小 ８月15日昌～24日晶
保谷第一小 ８月１日昌～10日晶

学校名
表2　団体プール

表3　一般開放プール

開　放　日
田　無　小 ８月12日掌・18日松
芝 久 保 小 ８月４日松・26日掌
保谷第二小 ８月19日掌・25日松
中　原　小 ８月５日掌・11日松

学校名 開　放　日
８月18日松・19日掌・25日松・

け や き 小
26日掌・９月１日松・2日掌

青　嵐　中 ８月11日松・12日掌

多摩六都の宿泊施設スタンプラリー開催中！
～平成２０年８月３１日まで～

　教育委員会では、多摩六都構成市の近隣４市が所有する宿泊施設の相互
利用事業スタンプラリーを行っています。施設の宿泊利用時にラリーカー
ドを配布。１枚のラリーカードに各施設のスタンプを全てそろえた方に先
着で記念品の電波時計（予定数100）を差し上げます。


