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市からの連絡帳

の管轄区域内に引き続き３か月以上
住所を有する方
　平成２１年９月３日現在の在外選挙
人名簿登録者数は、男性１３５人、女性
１２１人、計２５６人です。
◆選挙管理委員会事務局
　保 （札４３８－４０９０）

 募　集 

■「ささえあい訪問協力員」　
養成研修受講者
　時 １０月７日昌午前１０時～午後４時
　場 きらっと
　内 ささえあい訪問協力員活動、高齢
者の権利擁護、高齢者の消費生活ト
ラブル、対人援助に必要な技術な

ど

　対 要介護・要支援の認定を受けてい
ない市内在住の方。ささえあい協力
員として未登録の方は、研修前に説
明を受けてからの登録。
　定 ５０人（応募多数の場合抽選）
　申 はがきに、住所・氏名・年齢・電
話番号を明記し、９月３０日昌（必着）
までに、〒２０２－８５５５市役所高齢者
支援課地域支援係「ささえあい訪問
協力員養成研修」担当へ郵送。
興ささえあい訪問協力員とは？
　ささえあい訪問協力員養成研修を
受講した地域のボランティアです。
　月１回、サービスを希望されるお
宅を訪問して玄関でお話しを伺い、
安否の確認を行います。
　また、週１回、新聞受けや郵便入
れ、照明の点灯などの状況から高齢
者の生活を見守ります。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２９）

特別な手続きは必要ありません。
　対 平成２２年度新入学児童・生徒
□期間　１０月１日昭～３０日晶午前８
時３０分～午後５時（土・日曜日、祝
日を除く）
□受付窓口　教育企画課（保谷庁舎
３階）
□臨時窓口　１０月２１日昌～２３日晶・
田無庁舎５階
興学校選択制度パンフレット
　９月上旬に対象の方へ「学校選択
制度」パンフレットを郵送しました
（市立小学校に在籍する６年生には
在籍校にて配付）。届いていない場合
は、教育企画課へ連絡してください。
興学校案内パンフレット
　教育企画課、市民相談室（田無庁
舎２階）で配付。
◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７１）

 みどり 

■グリーンバンク制度の　　
ご利用を
　樹木の提供を希望する方と樹木の
引取りを希望する方を市があっせん
し、樹木の引渡しを行う制度です。
　提供したい、引取りたい樹木につ
いては、市に登録し、その情報を市
　HP などで公表します。
興登録要件
◎樹木提供希望者　樹木を無償で提
供できる方
◎樹木引取り希望者　引取り希望樹
木を市内で植栽し、営利目的や第三
者への譲渡を目的としない方。
◎提供樹木　市内で植栽されている
もの、生育状態が良好なもの、掘取
り・搬出が可能なもの
※詳しくはご相談ください。
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

 選　挙 

■選挙人名簿登録者数　　　
（定時登録）確定
　選挙人名簿の登録には、年４回
（３月・６月・９月・１２月）に登録
する定時登録と、選挙のつど行う選
挙時登録があります。
□定時登録者数
男性７万７,５３９人、女性８万１,００８人、
計１５万８,５４７人
　平成２１年６月２日の定時登録者数
と比較すると、男性３４４人増、女性
４３８人増、計７８２人増加しています。
□定時登録の要件
①日本国民であること
②平成元年９月２日以前に生まれた方
③平成２１年９月１日現在、引き続き
３か月以上市内在住の方（他市区町
村から転入された方は、平成２１年６
月１日までに西東京市の住民基本台
帳に記載された方）
□在外選挙人名簿
①在外選挙人名簿に既に登録されて
いる者でないこと
②登録申請時に満２０歳以上であること
③日本国民であること
④在外選挙人名簿の登録の申請に関
し、その者の住所を管轄する領事官

３０分②午後１時３０分～３時３０分
桓１０月２１日昌①午前９時３０分～午後
０時３０分②１時３０分～４時３０分
棺１０月２２日昭①午前１０時～正午②午
後１時３０分～３時３０分
款１０月２３日晶①午後１時３０分～３時
３０分
　場 田無総合福祉センター・コール田無
　内 子どもの心の発達とその問題、安
全と事故、保育の心など全８講座
（オリエンテーション、修了式・登
録会を含む）
　定 ３０人（申込者多数の場合、抽選）
　￥ ２０００円（テキスト代）
　申 １０月７日昌までにファミリー・サ
ポート・センター事務局（札４３８－
４１２１）へ電話※後日決定通知を送付。
◆子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）

 教　育 

■小学校就学時健康診断
　平成２２年４月に小学校へ入学され
るお子さんの健康診断を各小学校で
行うため、就学時健康診断の通知書
を発送します。
　対 平成１５年４月２日～平成１６年４月
１日までに生まれた方
　持 ①「就学時健康診断」通知書（必
要事項を記入のうえ持参）　②筆記
用具　③上ばき（スリッパな

ど）・は
き物をいれる袋
【次に該当される方は学校運営課ま
で連絡してください。】
◎１０月１０日松までに通知書が届かない
方
◎都合により当日健康診断を欠席さ
れる方（他校での受診も可能）
◎平成２２年４月までに引越しの予定
がある方
◆学校運営課 　保 （札４３８－４０７３）
□健康診断日程表

■平成２２年度市立小・中学校の
学校選択制度
　この制度は、新入学の際に住所地
の指定校以外の市立小・中学校を希
望する場合、希望校を事前に申し立
てることのできる制度です。
※住所地の指定校に入学する場合は

 福　祉 

■就職にチャレンジする方、
中学３年生・高校３年生のいる
世帯の方
　一定所得以下の方を対象に支援事
業を行っています。
　詳細はお問い合わせください。
興就職チャレンジ支援事業
　就職に向けた職業訓練・講座の紹
介を行っています。
　都が指定する職業訓練受講の場合
は受講奨励金（月額約１５万円程度）
興生活サポート特別貸付事業
①生活資金無利子貸付金
　都が指定する職業訓練や講座を受
講する際に必要な生活資金（上限６０
万円）
②就職等一時金無利子貸付金
　都が指定する職業訓練・講座を終
了し就職が内定した場合、転居、就
職支度、技能修得に必要な資金（上
限５０万）
興チャレンジ支援貸付事業　
①学習塾等受講料無利子貸付金
　学習塾や各種受験対策講座（家庭
教師を除く）の受講費用
【中学３年生】上限１５万円
【高校３年生】上限２０万円
②大学受験料無利子貸付金
　高校３年生で１校３万５千円、３
校までの受験料（上限１０万５千円）
※チャレンジ支援貸付は高校・大学
などへ入学された場合、返済免除と
なります。
※両貸付事業を利用する場合は、連
帯保証人が必要となります。
□申請窓口　生活安定応援事業相談
窓口（保谷庁舎１階）
◆生活福祉課 　保 （札４２２－２０１０）

 子育て 

■西東京市ファミリー・サポー
ト・センターのご利用を
　ファミリー・サポート・センター
は、子どもを預けたい方（ファミリ
ー会員）と、子どもを預かる方（サ
ポート会員）が会員となり、会員同
士の相互援助活動を行う事業です。
会員間で、子どもの預かり・送迎・
外出時の同行などを有償で行いま
す。
興子育て手伝って！
～サポート会員養成講習会～
　サポート会員となって援助活動を
してくださる方を募集します。サポ
ート会員になるには、養成講習会を
受講していただく必要があります。
□受講資格　市内在住、満２０歳以上
の心身ともに健康な方で、講習会全
講座を受講。修了後、サポート会員
として登録し、活動できる方。
※全講座受講できない方はご相談く
ださい。サポート会員自身が未就学
の子どもを伴って援助活動をするこ
とはできません。
□養成講習会
　時 敢１０月１９日捷①午前１０時～正午
柑１０月２０日昇①午前９時３０分～１１時

■審議会等会議
■特別職報酬等審議会
　時 ９月１７日昭午後４時
　場 田無庁舎５階
　内 特別職の報酬な

ど

※今後の審議会開催日について
は、職員課へお問い合わせを。
◆職員課 　田 （札４６０－９８１３）

■廃棄物減量等推進協議会
　時 ９月２５日晶午後２時
　場 エコプラザ西東京
　内 答申案のまとめ
　定 ５人
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）
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受付時間：午後１時３０分～１時４５分（時間厳守）
日程学校名

１０月１６日晶谷戸小学校
１０月２０日昇住吉小学校
１０月２１日昌けやき小学校
１０月２２日昭芝久保小学校
１０月２３日晶栄小学校
１０月２６日捷上向台小学校
１０月２７日昇保谷小学校
１０月２８日昌保谷第一小学校
１０月２９日昭田無小学校
１０月３０日晶谷戸第二小学校
１１月４日昌本町小学校
１１月５日昭東伏見小学校
１１月１３日晶保谷第二小学校
１１月１６日捷碧山小学校
１１月１７日昇泉小学校
１１月１８日昌向台小学校
１１月１９日昭中原小学校
１１月２５日昌柳沢小学校
１１月２７日晶東小学校

■教育委員会
　時 ９月２５日晶午後２時

　場 防災センター６階

　内 行政報告ほ
か

　定 １０人

◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７０）
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「西東京市プレミアム商品券」の有効期間は9月30日昌までです。お早めにご利用ください！
有効期間を過ぎると、無効となりますので、ご注意ください。　　問 西東京商工会保谷事務所（札424－3600）　◆産業振興課 　保  （札438－4041）

■第４３回市町村総合体育大会
　閉幕
　当市は卓球競技（男子・女子）、バ
ドミントン競技（男子）の３種目に
おいて優勝し、総合成績は市町村数
３０チーム中、第７位という好成績を
収めました。
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）


