
7月1日号

JUL 2009 3凡例 　時 日時　　場 場所　　内 内容　　対 対象　　定 定員　　講 講師　　￥ 料金　　持 持ち物　　締 締切　　申 申し込み　　問 問い合わせ　　HP ホームページ　胃ファックス　糸メール　　田 田無庁舎 　保 保谷庁舎

市からの連絡帳

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。
　申 ７月１７日晶までに直接スポーツ振
興課へ
興田無小学校・けやき小学校一般開
放プール
□開放日

□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
※けやき小学校は、施設管理上の面
から、体育棟１階で集合・解散して
いただきます。
　対 一般市民。ただし、おむつのとれ
た幼児については、幼児２人に対し
必ず水着着用の保護者１人の付添い
が必要です。
　なお、介助が必要な方も必ず水着
着用の介護者等が必要です（プール
の水深は最大１２０㎝）。
　申 午前１０時または午後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
します。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。③必ず水着、
水泳帽を着用すること。④貴金属類
ははずして泳ぐこと。⑤監視員の指
示に従うこと。
興青嵐中学校一般開放プール
□開放日　８月１日松・２日掌
□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・解散していただきます。
　対 小学５年生以上の一般市民
　なお、介助が必要な方は、必ず水
着着用の介護者等が必要です（プー
ルの水深は最大１４０㎝）
　申 午前１０時または午後１時３０分まで
に直接会場へ
□利用条件　田無小学校およびけや
き小学校一般開放プールと同じ
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

る市内事業者
　定 １５社（１社３人まで）
　￥ 無料（認証を取得される場合の審
査費、認証・登録費は実費負担）。
　申 申込書を７月１０日晶までにファッ
クスまたはＥメールで、環境保全課
へ（申込書は市　HP からダウンロード
してください）。
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

 文化・スポーツ 

■社会教育関係団体に対する
補助金申請の受付け
　市内で社会教育活動をしている団
体（ただし、体育団体は除く）が行
う事業の経費の一部を補助します。
□受付期間　６月２２日捷～７月１５日
昌午前９時～１１時、午後１時３０分～
４時（事前に受付時間を予約し、申
請書の内容について説明できる方が
窓口にお持ちください）
※申請書等の提出書類は社会教育課
で配布しています。
□受付場所　社会教育課（保谷庁舎
４階）※郵送不可
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）
■市民スポーツまつり実行委員
会
　１０月１２日抄体育の日に、市民スポ
ーツまつりが開催されます。
　そのスポーツまつりを運営する実
行委員会を立ち上げるため、第１回
会議を開催します。
　時 ・　場 ７月１４日昇午後７時・田無庁舎
　対 市内在住、在勤の方
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

■夏の開放プール
　団体・一般市民の皆さんに市内小・
中学校のプールを無料開放します。
※「児童開放プール」は、市内各小
学校が実施する夏季水泳指導（市内
各小学校に通学している児童対象）
に移行します。
興団体プール
□開放日

□開放時間　午前…１０時～正午、午
後…１時３０分～３時３０分（着替え等
の時間を含む。）　
　対 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

　申 説明会前日の午後５時までにファ
ミリー・サポート・センター事務局
へ（札４３８－４１２１）
◆子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）

 すまい 

■わが家の耐震診断をしよう
　市では、地震災害に備えるため建
物の設計図を基に簡易耐震診断を
し、皆さんが抱える問題に対する指
導・助言等の無料相談を行っていま
す。
　時 ・　場 ①７月１１日松、９月１２日松・
田無庁舎　②８月１５日松、１０月１７日
松・保谷庁舎
いずれも午前９時３０分～午後０時３０
分※相談時間は１人４０分程度
　定 各回８人
　対 ①市内にある一戸建住宅、二世帯
住宅、店舗兼用住宅で階数が地上二
階建以下の木造軸組在来工法による
住宅。　②自ら所有し、かつ、居住し
ている住宅。　③原則として、新耐
震設計基準（昭和５６年６月１日施行）
以前に建築した住宅。
□相談員　西東京・住みよい町をつ
くる会に所属する相談員
　申 電話で都市計画課へ（申込順）
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５０）

 環　境 

■エコアクション２１　　　　
　認証取得セミナー
　「エコアクション２１」とは、環境省
が策定した環境経営システムです。
中小企業にとって経費や労力の負担
が少なく、簡易に環境への負荷改善
を行うことができます。
　市では、認証取得費の一部を助成
します（件数に制限あり）。
　時 ①７月２３日昭、②８月７日晶、
③８月２８日晶、④１０月２３日晶、⑤１２
月１１日晶（全５回）
いずれも午後５時～８時
　場 エコプラザ西東京
　内 「エコアクション２１」審査人が、
認証取得に対する概要説明
　対 エコアクション２１を導入予定の市
内事業者および環境経営に関心のあ

 税 
■第１回動産インターネット公
売
　市では、市税などの滞納を続けて
いる場合、滞納者が所有する財産に
ついて調査を行い、差し押さえなど
の滞納処分を行っています。
　今回、市が差し押さえた動産（絵
画な

ど）をインターネット入札により
公売（売却）します。
　なお、公売による売却代金は、滞
納市税等に充当します。
興公売参加申込期間
　時 ７月１４日昇～２７日捷
興入札期間
　時 ７月３１日晶～８月３日捷
興公売財産下見会
　時 ７月２１日昇午後２時～４時
　場 田無庁舎
　入札には、原則どなたでも参加で
きます。公売財産・手続きの詳細は、
市　HP または納税課でご確認くださ
い。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３２）

 福　祉 

■第５９回“社会を明るくする運動”
～７月は“社会を明るくする運動”
強調月間です～
　“社会を明るくする運動”は、法務
省が主唱し、すべての国民が、犯罪
の防止と罪を犯した人や非行に陥っ
た少年たちの更生について理解を深
め、犯罪や非行のない明るい社会を
築こうとする全国的な運動です。
　社会を明るくする運動実施委員会
では、市内小・中学校を中心に、安
心安全なまちづくりのため「あいさ
つ運動」に取り組みますので、ご理
解とご協力をお願いします。
◆生活福祉課 　保 （札内線２３１２）

 子育て 

■ファミリー・サポート・センター
　ファミリー会員登録説明会
　ファミリー会員（地域で子どもを
預けたい方）に登録希望の方は出席
してください（子ども同伴可）。
　時 ・　場 ①７月４日松午前１０時～正午・
田無総合福祉センター
②７月１４日昇午前１０時～正午・保谷
保健福祉総合センター
　持 保護者の顔写真（縦３ ㎝×横２．５
㎝）１枚、印鑑、８０円切手１枚（会
員証郵送用）

開放日学校名
７月２５日松・２６日掌田無小学校
８月１日松・２日掌
・８日松・９日掌

けやき
小学校

開　放　日学校名
８月１日松・２日掌・８日松
・９日掌

田無
小学校

８月１５日松・１６日掌・２２日松
・２３日掌・２９日松・３０日掌

けやき
小学校

　遺言・契約などの公証事務一般、近隣関
係・プライバシー問題などの人権に関する
こと、いじめ・体罰・不登校などの子ども
の人権に関することの相談に応じます。
　時 ７月７日昇、８日昌午前１０時１５分～午後
４時（受付は午後３時まで）
　場 西武百貨店　池袋西武７階「くらしの相
談コーナー」
　問 東京法務局人権擁護部
（札０３－５２１３－１３６６）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

□期間　６月２８日掌～７月４日松午前８時３０
分～午後７時（土・日曜日は午前１０時～午後
５時）
興全国共通番号
「子どもの人権１１０番」　札０１２０－００７－１１０
□相談員　子どもの人権専門委員、
　　　　　法務局職員
□主催　東京都人権擁護委員連合会、東京都
子どもの人権専門委員会、東京法務局
　問 東京都子どもの人権専門委員会（東京法務
局人権擁護部内）（札０３－５２１３－１４２２）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　おおむね１８歳までの子どもに関するさまざまな相談に
応じます。子育てに関する不安、虐待、いじめ、ひきこ
もりなど、ちょっと変だな、困ったなと思ったらお気軽
にご相談ください。秘密は厳守します。
　各種子育て支援サービス、心理専門相談やさまざまな
専門機関の紹介もします。
　小学生・中学生・高校生のお子さん自身からの相談も
お受けします。
□相談受付　月～土曜日（祝日と年末年始を除く）
　　　　　　午前９時～午後４時
興相談専用電話　札４３９－００８１
◆子ども家庭支援センター（札４２５－３３０３）

公証相公証相談談

人権・子どもの人権相談 人権・子どもの人権相談所所

全国一斉「子どもの人権１１０番全国一斉「子どもの人権１１０番」」

強化週 強化週間間
子ども家庭支援センター事子ども家庭支援センター事業業


