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　市職員が出向いてお話をする出前講

座を、実施しています。

　この講座は、市の業務や制度など、

市政についての理解を深めていただく

とともに、団体・グループの学習の場

にご活用ください。

□開催できる時間　原則として平日午
前９時～午後５時の２時間以内　

※一部の講座には開催期間・回数など

に制限があります。

　場 申し込み団体で、市内の公共的施設
をご用意ください。

　対 市内在住・在勤・在学の方で構成す

る１０人以上の団体

　￥ 無料
※講座により材料費などの実費あり

　申 事前に電話などで担当課と日時を
調整のうえ、開催予定日の１４日前まで

にお申し込みください。

※苦情などをうかがう場ではありません。

※政治・宗教・営利目的の場合は申し

込みできません。

※詳細は、情報公開コーナー・各公民

館にある案内パンフレットをご覧くだ

さい。市の　HP からも参照できます。
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

出前講座一覧表
担当課・電話講座名NO分野

市民税課 億億億 　田 （札４６０ー９８２７）わかりやすい住民税の話１

く　

ら　

し

市民税課 億億億 　田 （札４６０ー９８２６）西東京市の市税白書について２
資産税課 億億億 　田 （札４６０ー９８３０）固定資産税のしくみ３
健康年金課 億億 　田 （札４６０ー９８２２）国民健康保険制度の話４
健康年金課 億億 　田 （札４６０ー９８２５）国民年金制度の話５
危機管理室 億億 　保 （札４３８ー４０１０）地域防災対策のあらまし６
危機管理室 億億 　保 （札４３８ー４０１０）「犯罪被害防止」と「地域のきずな」７
道路管理課 億億 　保 （札４３８ー４０５５）交通安全の話（田無警察署と共同実施）８
消費者センター 億億 （札４２５ー４１４１）消費生活の話「賢い消費者になるために」９
産業振興課 億億 　保 （札４３８ー４０４１）西東京市の商店街振興プラン１０
水道課 億億億億 　保 （札４３８ー４０４７）水道事業のあらまし１１
下水道課 億億億 　保 （札４３８ー４０５８）下水道のしくみと種類１２

担当課・電話講座名NO分野
環境保全課 億億 　保 （札４３８－４０４２）西東京市の環境基本計画１３

環
境

環境保全課 億億 　保 （札４３８－４０４２）西東京市の環境（光化学スモッグと大気
汚染）※子ども向け１４

環境保全課 億億 　保 （札４３８－４０４２）西東京市地球温暖化対策実行計画１５

ごみ減量推進課  　保 （札４３８－４０４３）ごみの減量とリサイクル
「混ぜればごみ、分ければ資源」１６

生活福祉課 億億 　保 （札４３８－４０２５）西東京市の地域福祉計画１７

健
康
・
福
祉

高齢者支援課 億 　保 （札４３８－４０３２）介護保険制度と手続き１８
高齢者支援課 億 　保 （札４３８－４０２８）「ささえあいネットワーク」のしくみ１９
高齢者支援課 億 　保 （札４３８－４０２８）西東京市の介護予防について２０
高齢者支援課 億 　保 （札４３８－４０２８）認知症サポーター養成講座２１
障害福祉課 億億 　保 （札４３８－４０３４）西東京市の障害者基本計画２２
子ども家庭支援センター 億億 （札４３８－４０３７）お口の健康２３
子育て支援課 億 　田 （札４６０－９８４０）西東京市の子育て支援計画２４

子
育
て
・
教
育

芝久保保育園 億億億 （札４６３－７９７４）保育園の子育て応援２５
教育企画課 億億 　保 （札４３８－４０７０）教育委員会のしくみ２６
教育企画課 億億 　保 （札４３８－４０７０）学校選択制度の話２７
教育指導課 億億 　保 （札４３８－４０７５）西東京市の学校教育の目指すもの２８
社会教育課 億億 　保 （札４３８－４０７９）西東京市の生涯学習推進計画２９
保谷公民館 億億億億 （札４６４－８２１１）サークルづくりのお手伝いします３０
議会事務局 億億 　田 （札４６０－９８６０）市議会の役割としくみ３１

市
政
情
報

企画政策課 億億 　田 （札４６０－９８００）西東京市の行財政改革３２
企画政策課 億億 　田 （札４６０－９８００）西東京市の総合計画３３
財政課 億億億億 　田 （札４６０－９８０２）西東京市の財政白書について３４
秘書広報課 億億 　田 （札４６０－９８０４）市のホームページの活用のしかた３５
情報推進課 億億 　田 （札４６０－９８０６）電子自治体ってどんな市役所３６
総務法規課 億億 　田 （札４６０－９８１１）西東京市における情報公開と個人情報の保護３７
総務法規課 億億 　田 （札４６０－９８１０）統計調査について３８
都市計画課 億億 　保 （札４３８－４０５０）西東京市の都市計画マスタープラン３９

　いつまでも学びたい、新しいことに挑戦したいとい

う高齢者の方々に、身近な場所で学ぶことができる高

齢者大学を開講！

　さまざまな科目（歴史・文学・科学・健康・音楽な
ど）

を学ぶ受講生の募集を行います。　

　時 ６月４日～平成２１年２月１８日（全１６回）月２回水曜
日（８月を除く）午後２時～午後３時３０分（予定）

※７月１６日は午前中、多摩六都科学館で開講

　場 ・　対 富士町福祉会館ほか・市内在住の６０歳以上の方
　定 ・　内 ９０人・別表参照
　￥ 実費徴収の場合があります。
　申 往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番
号を明記し、５月８日昭（消印有効）までに 〒２０２

－８５５５市役所高齢者支援課高齢者サービス係「高齢

者大学」担当へ郵送。

※定員を超えた場合、初めての方を優先し抽選。結果

ははがきで通知します。

◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

講　　　師テ　ー　マ　（科　目）時　間日回
郷土史研究家　下田五郎さ

ん田無・保谷の歴史（前期）
午後２時～３時３０分

　６月４日１
郷土史研究家　下田五郎さ

ん田無・保谷の歴史（中期）　６月１８日２
郷土史研究家　下田五郎さ

ん田無・保谷の歴史（後期）　７月２日３
多摩六都科学館長　高柳雄一さ

ん星空の魅力午前１０時～正午（予定）　７月１６日４
病理学者(救急医学会会員) 保科正和さ

ん一緒に考える加齢と健康そして人生

午後２時～３時３０分

　９月３日５
社会福祉士　田中康一さ

ん成年後見制度について　９月１７日６
明治大学マンドリンクラブマンドリンコンサート　１０月１５日７
ヘルスケアトレーナー　志村由里子さ

ん転倒予防体操　１０月２９日８
日本ユネスコ協会連盟前事務局長　吉岡淳さ

ん世界遺産の魅力　１１月５日９
西東京ボランティア・市民活動セン
ター

地域で活躍しよう・
ボランティア活動Part１　１１月１９日１０

昭和女子大学講師　内藤貴子さ
んイギリス児童文学の旅　１２月３日１１

作曲家　みながわちかこさ
ん音楽の楽しみ方　１２月１７日１２

西東京ボランティア・市民活動セン
ター

地域で活躍しよう・
ボランティア活動Part２　１月７日１３

実践女子大学講師　久保貴子さ
ん百人一首への招待　１月２８日１４

武蔵野大学准教授　大阿久博さ
ん日本経済ー過去・現在・未来　２月４日１５

立川志隆さ
ん音楽と落語の宅配便　２月１８日１６

◆ごみ減量推進課 　保 （札４３８ー４０４３）
　今回は、可燃ごみ・不燃ごみ・プラスチック容器包装類に該当す
る主なものを取り上げました。さぁ、チェックしてみてください。

「皆さんのつどいへ参上！」 ～出前講座をご活用ください～

「ごみの出し方」ワン・ポイント情「ごみの出し方」ワン・ポイント情報報

可燃ごみ
黄色の市指定収集袋で！

★生ごみ（十分の水切りを）
★茶がら（十分の水切りを）
★貝がら（衛生的処理のため）
★ワックス加工紙　★鼻紙
★ばんそうこう（衛生的処理のため）
★軍手　★包帯　　★ぬいぐるみ
★たばこの吸殻　　★感熱紙
★キッチンペーパー★写真
★ウエットテッシュ★雑巾
★ペットのトイレ砂（衛生的処理のため）
★花火（十分水でぬらす）
 など

不燃ごみ
黄色の市指定収集袋で！

☆電球
☆小型電気製品（３０㎝以内のもの）
☆ビデオテープ☆カセットテープ
（それだけをまとめて）

☆タッパー容器　☆ガラス類
☆陶磁器　　　　☆瀬戸物
☆ハンガー
☆シャンプーボトルなどのポンプ
部分（バネが入っているため）

☆プラマークの付いていないプラ
スチック

☆汚れのひどいプラマークのつい
たプラスチック容器包装

　　　　　　　　　　　　　など

プラスチック容器包装類
ピンク色の市指定収集袋で！

椛ボトル類
　（シャンプー・ヨーグルトな

ど）
椛カップ類（カップラーメン・ア
イスクリームな

ど）
椛パック類（弁当・卵パック・納
豆パック・野菜パックな

ど）
椛トレイ類（魚・肉・野菜などの
白色・色付きな

ど）
椛ポリ袋（レジ袋・パン・菓子・
冷凍食品な

ど）
椛ラップ類
　（コンビニ弁当・惣菜用な

ど）
椛発泡スチロール・緩衝材
　（家電製品・くだもの保護用な

ど）
椛フタ類
　（ペットボトル・スプレー缶用な

ど）
椛ネット類（くだもの・野菜が入
っていたものな

ど）
                                       　など

Ｑ　「汚れのひどいプラスチック容
器包装類は？」

Ａ　「不燃ごみで捨ててください」

Ｑ　「不燃ごみかプラスチック容器
包装類かわからないものは？」

Ａ　「不燃ごみで捨ててください」

Ｑ　「可燃ごみか不燃ごみか迷った
ときは？」

Ａ　「不燃ごみへ」

　不明なときは、お気軽にごみ減量
推進課へお問い合わせください。

「こんな時はどのように
捨てればいいの？」

皆さんの疑問にお答えします

「さあ！学びましょう」 ～高齢者大学総合課程受講生募集～


