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市からの連絡帳

□試験日　５月９日松
□申込期限　４月２８日昇まで
□その他　詳しくは、市の　HP に掲載
する募集要項をご覧ください。
※平日午前８時３０分～午後５時１５分
までの間、保育課（田無庁舎１階）
でも配布しています。
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

　場 保谷庁舎
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

 募　集 

■保育園保育嘱託員
□募集職種・人数　
敢延長（夕）保育嘱託員３人程度　
柑１１時間開所ヘルパー１人程度
□応募資格　①保育士の資格を有
し、都道府県知事の保育士登録を受
けている方　②５月３１日までに保育
士の資格を取得見込みの方　
※１１時間開所ヘルパーは無資格でも
応募可
□任用期間　６月１日捷～平成２２年
３月３１日昌
□勤務日　月～土曜日の週６日
□勤務時間　敢延長（夕）保育は午
後３時３０分～午後７時１５分　柑１１時
間開所ヘルパーは午前７時～午前９
時までの間の１～２時間と午後４時
から午後７時１５分までの１～２時間
□勤務地　市内保育園
□報酬額　時間額１,４４０円（有資格）
１,３９０円（無資格）
□選考方法　面接、書類選考

■スポーツ振興事業の補助金
申請制度のご利用を
　市内在住の方または団体（市外の
スポーツクラブなどで活動している
場合は対象外）が市または市内の所
属団体などを代表して、次の各種競
技大会に出場する場合、経費の一部
を補助します。
　対 国際大会、国・地方自治体等が主
催もしくは共催する全国大会または
関東大会などで、地方大会などの結
果として出場権を得た大会を対象。
□申請場所　スポーツ振興課（保谷
庁舎４階）
※詳しくは、お問い合わせを。
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

■社会体育関係団体が行う事
業に対する補助金説明会
　市内で社会体育（スポーツ）活動
をしている自主団体が、広く市民や
市内在勤・在住者を対象に行う事業
の経費の一部を補助します。補助金
を希望する団体は説明会にご参加く
ださい。
　時 ５月１４日昭午後６時３０分～８時

　自転車駐車場の閉鎖後は、ほかの
自転車駐車場をご利用ください。
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５７）

 文化・スポーツ 

■地区会館の管理者を指定
　市民交流施設のうち地域型交流施
設は、市民サービスの向上と効率的
な運営を行うために平成１８年度から
指定管理者制度を導入し、地域住民
による管理運営を行っています。こ
のたび、３年間の期間満了にともな
い、４月１日～平成２４年３月３１日ま
での指定管理者が指定されました。
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

指定管理者施設名

南町地区会館管理運営協議会南町地区会館

下宿地区会館管理運営協議会下宿地区会館

緑町地区会館管理運営協議会緑町地区会館

谷戸地区会館管理運営協議会谷戸地区会館

向台地区会館管理運営協議会向台地区会館

芝久保地区会館管理運営協議会芝久保地区会館

特定非営利活動法人西東京コ
ミュニティひろばＮＣＨ

東伏見コミュニ
ティセンター

西東京市ふれあいセンター協
議会

ふれあいセンタ
ー

■教育委員会
　時 ４月２８日昇午後２時

　場 防災センター

　内 行政報告ほ
か

　定 １０人

◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７０）
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■審議会等会議
■人にやさしいまちづくり推進協
議会
　時 ４月１７日晶午後３時
　場 保谷庁舎
　内 大規模土地取引行為の届出
　定 ５人
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１）
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■国民健康保険保養施設のご利用を
□施設　右表のとおり
　対 西東京市国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している市民の方
□補助金額（１人１泊）　大人（13歳以上）…３,０００円
　　　　　　　　　　　  子ども（３歳～12歳）…２,０００円
□利用限度・期間　年３回（１回３泊まで）・平成22年３月31日まで
□手続き
①西東京市国民健康保険または後期高齢者医療保険加入者であることを伝
えて直接契約施設へ予約。
②予約後、利用日の前日までに印鑑と保険証を持って、健康年金課（田無
庁舎２階）、市民課総合窓口係（保谷庁舎１階）、または出張所へ（出張所
で利用券を申し込みの場合は、後日郵送）。
※料金については、直接施設へ問い合わせを。
◆ 健康年金課 　田 （札４６０－９８２１）

■国民健康保険加入者向け温泉センターのご利用を　
東京都国民健康保険団体連合会と契約した温泉センター割引利用券を
配布します。
　対 国民健康保険に加入している方
興利用期間　４月１日～平成２２年３月３１日
（年末年始については、直接施設にご確認ください）。
興利用施設
①檜原温泉センター「数馬の湯」（札０４２－５９８－６７８９）
□営業時間な

ど　午前１０時～午後８時
（土・日曜日、祝日は午後９時まで。受付は１時間前まで）
※月曜日定休（祝日の場合は翌日）。
□割引料金（終日）大人８００円→４００円、子供４００円→２００円
※別途入湯税（１２歳以上１人につき５０円）
②奥多摩温泉「もえぎの湯」（札０４２８－８２－７７７０）
□営業時間な

ど　午前９時３０分～午後８時（７～９月は午後９時３０
分、１２～２月は午後７時まで。受付は１時間前まで）
※月曜日定休（祝日の場合は翌日）。
□割引料金（２時間）　大人７００円→４００円、子供４００円→２００円
※別途入湯税（１２歳以上１人につき５０円）
③秋川渓谷「瀬音の湯」（札０４２－５９５－２６１４）
□営業時間な

ど　午前１０時～午後１０時（受付は午後９時まで）
※不定休（直接施設にご確認を）。
□割引料金（３時間）　大人８００円→６００円、子供４００円→２００円
□割引券配布　健康年金課（田無庁舎２階）、市民課総合窓口係
（保谷庁舎１階）、各出張所
　問 東京都国民健康保険団体連合会（札０３－６２３８－０１５０）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２１）

平成２１年度国民健康保険保養施設
金額（大人）電話番号施設名所在地
１０,５００円から０５５７－６８－３１５１伊豆網代温泉松風苑

熱海 ９,０００円から０１２０－７３－１２４１シーサイドいずたが
１５,９００円から０３－３２７３－５１５１ホテルニューアカオ
９,０００円から０５５－９４８－１３０１小松家八の坊伊豆長岡
１４,７００円から０５５８－８５－０２３０旅館月ヶ瀬天城湯ヶ島
９,８００円から０５５８－９８－１１０８旅館おおや土肥
１１,６００円から０３－５９８１－２３１２ホテルアンビエント伊豆高原伊豆高原
１１,０００円から０４６０－８５－５５０５ホテル南風荘箱根

神奈川
２８,０００円から０３－５９８１－２３１２箱根強羅天翠
１４,７００円から０４６５－６３－３１１１青巒荘湯河原 ８,５５０円から０４６５－６２－８２２１ホテル桜園
１０,５００円から０４６５－６８－１２５１一望閣真鶴
９,０００円から０５５－２５３－２６１１要害温泉甲府

山梨　

８,４００円から０５５－２５２－５１０５弘法湯
１０,５００円から０５５－２６３－２３１１ホテルくにたち石和
１０,６５０円から０５５１－４５－０３１１不老閣須玉 ７,２００円から０５５１－４５－００２８民宿渓月
１４,４００円から０３－５９８１－２３１２清里高原ホテル清里
８,８００円から０３－５９８１－２３１２ネオオリエンタルリゾート八ヶ岳高原八ｹ岳
１５,７５０円から０４３８－４１－８１１１龍宮城ホテル三日月木更津

千葉　 １５,７５０円から０４７０－７３－１１１５勝浦ホテル三日月勝浦
８,３００円から０４７－３０４－２７２７ホテルエミオン　東京ベイ浦安
８,４００円から０４９４－６６－３３３３長瀞グリーンホテル長瀞埼玉　
９,８００円から０４２８－７８－９７１１おくたま路青梅東京
９,４５０円から０２８７－３２－２００５和泉屋旅館塩原

栃木　 ９,８００円から０２８７－７８－３３７７カントリーハウス　パディントン那須
１３,６５０円から０２８８－７８－０００２湯けむりの里柏屋川治
８,１５０円から０２７９－７２－３１２１石坂旅館

伊香保

群馬　

７,３５０円から０２７９－７２－３７１１ホテル銀水
７,８００円から０２７９－７２－３２３２金太夫
１２,７５０円から０２７９－８８－１１１１ホテル櫻井草津
１３,８００円から０２７９－６４－２２１１四万グランドホテル四万温泉
１０,６５０円から０２７９－８３－２４１１高田屋旅館川原湯温泉
１０,６５０円から０２７８－７２－３０５５ホテル辰巳館月夜野
５,０００円から０２５－７８９－４７２１苗場おん宿以つ久

湯沢
新潟

１４,７００円から０２５－７８４－２２５１越後のお宿いなもと
８,４００円から０２５－７８７－４１４１シャーレゆざわ銀水
９,４５０円から０３－５９３５－２３００ニュー・グリーンピア津南津南
１０,６２０円から０１２０－２５－３４５２ほてる木の芽坂六日町
１２,４００円から０３－５９８１－２３１２ホテルアンビエント蓼科蓼科

長野

１１,２００円から０３－５９８１－２３１２ホテルアンビエント安曇野安曇野
１３,６５０円から０２６－２７５－００７５ホテル圓山荘

戸倉上山田温泉 １２,９５０円から０２６－２７５－１０１６ホテル清風園
１０,５００円から０２６－２７５－１０３２亀清旅館
８,０００円から０２６－２５５－３１８１アスティくろひめ黒姫高原
８,０００円から０２６－３５２－７６００アスティかたおか塩尻
８,４００円から０２６－２５３－８８３５アリーゼの丘飯綱東高原
８,４００円から０２６６－６６－３２４５クロワッサン

富士見高原

７,５００円から０２６６－６６－２６２５北欧
８,９２５円から０２６６－６６－２４４９ジョナサン
９,０００円から０２６６－６６－２７２２カトル・カール
８,４００円から０２６６－６６－２０４２ポプリ
８,０００円から０２６６－６６－２７１１ポーラスター
８,７００円から０２６６－６６－２７１７いる・える
８,４００円から０２６６－６１－７８８５ＷＩＳＨ
７,９８０円から０２６６－６６－２１４１ベル
８,８００円から０２６６－６６－２８０１コットン・フィールズ
１０,８００円から０２６６－６６－３６８０オテル・ドゥ・八ヶ岳テラス
８,９００円から０２６６－６６－２７７１ア･ン
９,２４０円から０２６６－６６－２５５３ＫＥＮ　　ＨＯＵＳＥ
９,３４５円から０２６６－６６－２７６６エバー・グリーン
７,８５０円から０２６６－６６－２５０８ＲＹＯＺＯ
６,８５０円から０２６６－６６－２３２２VILLA　FROMNOW　CLUB
８,９２５円から０２６６－６６－３１６６ラクーン
８,５０５円から０２６１－７２－７２５５ヴィヴァルディ白馬
１３,６００円から０３－５９８１－２３１２猪苗代リゾートホテル猪苗代福島

※各保養施設を利用できる期間は４月１日～平成２２年３月３１日までになります。
※各保養施設の利用料金については、季節に変動や補助対象外の場合がありますので、予約の際、必
ず確認してください。


