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　本年上半期の市内における犯罪発生状況は、下表のとおり、振り込め詐欺が
大幅に減少する一方、ひったくり、車上ねらい、オートバイの盗難が増加してい
ます。
　地域のネットワークが強ければ強いほど、犯罪を防ぐ効果があります。日ご
ろから、あいさつ、声かけ運動にご協力をお願いします。
　また、都内では警察官および銀行協会職員を名乗り、通帳やキャッシュカー
ドをだまし取る被害が多発しています。不審な電話があった際には、警察に相
談をするか１１０番通報をしてください。
　問 田無警察署防犯係（札４６７－０１１０   内線２６１２）
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

お役立ちガイお役立ちガイドド
　講 石田　秀世先生（石田クリニック）ほか
　問 西東京市医師会（札４２１－４３２８）

 ともに学び支えあうケア　　　
～響きあう生命に生かされて～

　時 ９月２６日松午後２時～４時
　場 吉祥寺東急イン
　内 見取りや在宅ケアについて学ぶ
　対 ・　定 市民・９０人（先着順）
　講 関　正勝さ

ん（立教大学名誉教授）
□報告　五十嵐　利光さ

ん（東京老人
ホーム総合施設長）
　￥ ３００円（資料代）
　問 社会福祉法人東京老人ホーム
草野　（札４６１－２２３０）

■公開講座「和紙額装」

　時 １１月１日掌書道・８日掌篆刻
１５日掌額装　午前１０時～午後４時
　対 ・　定 都内在住・在勤・２０人（申込
多数の場合は抽選）
　￥ ３，０００円（受講料・材料費）
　申 往復はがきまたは　HP で住所・氏名・
年齢・性別・電話番号・公開講座
「和紙額装」申込希望と明記のうえ
１０月９日晶までに下記へ
　問 都立保谷高等学校・國井
（〒２０２－０００５　住吉町５－８－２３
・札４２２－３２２３）

■ひきこもり講演会

　時 １０月９日晶午後２時～４時
　場 多摩小平保健所
　内 ひきこもる若者の生きづらさを理
解する。家族だけで抱えこまないた
めのヒント
　講 佐藤　洋作さ

ん（文化学習協同ネッ
トワーク代表理事）
　申 ９月３０日昌までに下記へ電話
　問 多摩小平保健所　地域保健係
（札０４２－４５０－３１１１）

 シニア対象パソコン教室の　　
１０月受講者募集

◎パソコンの始め方と入力　７日昌
／　締 ９月２４日昭
◎パソコン入門講座　第１～４晶　
午前（計４回）／　￥ ６，０００円／　締 ９
月２４日昭　
◎ワード初級講座　１４日昌・２１日昌の
２日間／　￥ ６，０００円／　締 ９月３０日昌
◎パソコンの楽しい活用講座　詳細
は資料をご請求ください。／毎週晶
午後／　￥ １回１，５００円（過年に当教室
の講座を受講されたかたは１回無料）
※受講料はいずれもテキスト代込み。
午前…午前９時３０分～正午
午後…午後１時３０分～４時
　場 シルバー人材センター
　対 ・　定 パソコンの始め方と入力およ
び入門講座以外は文字入力のできる
方・いずれも１０人
　申 往復はがきに、希望講座名・受講
日・住所・氏名・年齢・電話番号を
明記し、下記へ。
　問 西東京市シルバー人材センター
（〒２０２－００１３　中町１－６－８　
保谷東分庁舎内・札４２５－６６１１）

 もうつけましたか？　　　　　
住宅用火災警報器

～来年４月１日から東京都火災予防
条例により、設置が義務化されます～
　大切な命を守るために、早期に設置
しましょう。
　問 西東京消防署（札４２１－０１１９）

 第５回市民講演会 
～胃と大腸のがんについて～

　時 １０月３日松午後２時～４時
　場 保谷こもれびホール
　申 当日直接会場へ（先着２５０人）

　９月２０日掌～２６日松は動物愛護週
間です。この機会に動物についても
う一度考えてみましょう。

煙動物は正しく終生飼養しましょう
　飼い主は、動物を飼育するうえ
で、その習性や生理をよく理解し、
責任と愛情を持って終生飼いましょ
う。
煙不妊・去勢手術をしましょう
　「手術はかわいそう」と思われる方
もいますが、繁殖を望まない場合は
実施させましょう。
　手術をすることで性格もおとなし
くなり、生殖器系の病気の予防にも
なります。
煙猫は出来るだけ屋内で飼いましょう
　ふん尿や発情期の鳴き声など近隣
に迷惑をかける場合があるほか、交
通事故や感染症など、猫にとっても
危険が多いものです。
煙犬のしつけをしましょう
　人間と犬が同じ社会で暮らしてい
くためにしつけは不可欠なものです。
煙犬の散歩はルールを守って
　犬の散歩をするときは、リードで
きちんとつなぎましょう。
　オシッコは水で流し、ふんは持ち
帰りましょう。
　公園などの水道の蛇口で、直接水

を飲ませるのはやめましょう。
煙身元の表示をしましょう
　迷子になり飼い主のもとに戻るこ
とができない動物は少なくありませ
ん。犬には鑑札を、そのほかの動物
には名札などをつけましょう。

興動物愛護週間のイベント
①動物愛護ふれあいフェスティバル
『めざせ！満点飼い主』
　時 ９月１９日松午前１１時～午後４時
　場 上野恩賜公園内噴水池前広場
　内 「動物愛護週間制定６０周年記念切
手販売」、「クイズ大会」な

ど

　申 当日直接会場へ
②動物愛護シンポジウム
　「めざせ！満点飼い主―ペットの
高齢化について考える」
　時 ９月２０日掌午後０時３０分～４時３０
分（正午受付開始）
　場 東京国立博物館平成館講堂
　定 ３９０人（先着順）
　申 ９月１８日晶正午までに鋤日本動物
福祉協会（札０３－５７４０－８８５６）へ
　詳細は下記　HP をご覧ください。
　HP http://www.fukushihoken.metro.
tokyo.jp/index.html
　問 東京都福祉保健局健康安全室環境
衛生課（札０３－５３２０－４４１２）

動物愛護週間
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侵入窃盗（１～６月の　
　犯罪認知件数）
　全刑法犯 うち

無施錠
うち
空き巣

６６２７
（うち未遂１）５１２８２４４８５５１６２３４１１２８０平成２１年

５８５３０３３３０２５１２４４１２３９６５１２８１平成２０年

７７－２３１８－２０－６４１１４－１６－２４－１増減

興１０月は３Ｒ推進月間
　東京の６２市区町村では、３Ｒ推進月間の関連イベントの一環としてレ
ジ袋の自粛、買い物袋の持参を推進する「レジ袋削減キャンペーン」を
展開します。当市も１０月５日に「マイ・バッグ」の実態調査を消費者団
体と共同で実施するとともに、啓発ポスターの貼付などマイ・バッグ持
参活動を推進していきます。
　レジ袋は「無料で便利」なため有効利用されている方もいると思いま
すが、「溜まって困ってしまう」方も多いのではないですか？最近では、
レジ袋削減のため「有料化」したり、マイバック持参の方には「値引き、
ポイント付与」などをしたりする店も増えてきま
した。
　新たに市民１，０００人の方がマイ・バッグを持参す
れば、年間３０万枚のレジ袋使用量を削減できま
す。レジ袋削減にご協力をお願いします。
≪ご家庭に、余って溜まっているレジ袋はありま
せんか？　そのレジ袋分を削減しましょう♪≫
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）　　

レジ袋削減にご協力をお願いします

場所日　　　　時内　　　　容
田・保毎週月～金曜日午前８時３０分～午後５時一 般 市 民 相 談

田

９月２９日昇・３０日昌、１０月１日昭・２日晶、８日昭
午前９時～正午
※１０月１日昭は人権・身の上相談を兼ねる
※１０月８日昭は女性弁護士による相談

法 律 相 談

専
門
相
談
（
予
約
制
）

保

９月２４日昭午前９時～正午で人権・身の上相
談を兼ねる
１０月６日昇・７日昌・１３日昇
午後１時３０分～４時３０分
※１０月１３日昇は女性弁護士による相談

田★１０月１日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保★９月２４日昭　午前９時～正午

田　９月２５日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　１０月２日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　１０月１日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保　１０月８日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　１０月８日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保　１０月１５日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　１０月８日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保　１０月１５日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　１０月１４日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保★９月３０日昌　午後１時３０分～４時３０分

田　１０月５日捷　午後１時３０分～４時３０分年金・労災・雇用
保険・人事一般相談

田　１０月１６日晶　午後１時３０分～４時３０分行 政 相 談

田★１０月７日昌　午後１時３０分～４時３０分相続・遺言・成年
後見等手続相談

？お困りのときに無料相談？お困りのときに無料相談！！
■専門相談の予約開始　９月１７日昭午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、９月４日晶から受付中）
　相談を希望する庁舎の市民相談室に直接または電話で申し込んでください。
　なお、予約開始日には窓口および電話が込み合い、電話がつながりにくくなるこ
とがありますが、ご了承ください。
■予約・問い合わせ  　田 …田無庁舎２階市民相談室（札４６０－９８０５）　　　　　　
 円円円円円円円円円円 　保 …保谷庁舎１階市民相談室（札４３８－４０００）　　　　　　


