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■「工業統計調査」にご協力を
　工業統計調査は、経済産業省が実
施するもので、製造業を営む事業所
を対象に、製造品の出荷額などを調
査し、製造業の実態を明らかにする
ことを目的としています。
　調査結果は、国や地方公共団体の
行政施策などの重要な基礎資料とな
ります。
　なお、調査票の配布、回収につい
ては、東京都知事より任命された調
査員が、１月中旬～２月上旬にかけ
て事業所を訪問しますので、ご理解
とご協力をお願いします。回収され
た調査票は、統計の目的以外に使用
することはありません。
◆総務法規課 　田 （札４６０－９８１０）

訪問協力員・地域包括支援センター
職員の三者で顔合わせをし、サービ
ス内容を決定し、サービスを開始。

興「ささえあい訪問協力員養成研修」
受講者募集

　時 １月２２日晶午前１０時～午後４時
　場 田無庁舎
　対 要介護・要支援の認定を受けてい
ない市内在住の方。
　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

　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、１月１５日晶（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。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２９）

 学　校 

■平成２２年度 
　学校施設使用団体登録
　学校施設を使用する際には、団体
登録の更新または新規の団体登録申
請が必要です。
□受付期間　１月１５日晶から・社会
教育課（保谷庁舎４階）
※ただし、碧山小を除く小学校に団
体登録している団体の更新は、学校
施設開放運営協議会で受け付けます。
　詳しくは、社会教育課までお問い
合わせください。
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

 その他 

■寄附
　市政へのご協力をいただき、誠に
ありがとうございました。
建高橋文太郎の軌跡を学ぶ会
　代表　�田　賢　様
【銘版「民族学博物館発祥の地」　パ
ネル写真　全６９点】
◆管財課 　田 （札４６０－９８１２）

行っています。
　ファミリー会員に登録希望の方は
出席してください（子ども同伴可）。
　時 ・　場 １月１２日昇午前１０時～正午・
保谷保健福祉総合センター６階
　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）
　申 １月８日晶午後５時までにファミ
リー・サポート・センター事務局
（札４３８－４１２１）へ
※１月３日掌までお休みです。
◆子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）

 福　祉 

■ささえあい訪問サービス

興「ささえあい訪問サービス」を利
用しませんか？

　「ささえあい訪問サービス」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がお宅を訪問
し、高齢者の生活を見守ります。
　対 市内在住の、おおむね６５歳以上の
方で、親族、近所、友人からの見守
りが少ない方または普段の生活に不
安がある方。
※希望される方は、高齢者支援課ま
たは地域包括支援センターまでご連
絡ください。案内と申請書類をお送
りします。
　内 ①月１回の玄関までの訪問
②週１回の外からの生活状況の確認
□サービス期間　１年間。利用者か
らの申し出がない場合は、自動的に
１年延長します。
□申請書類提出からサービス開始ま
での流れ
①申請書類を高齢者支援課または地
域包括支援センターに提出。
②地域包括支援センター職員が希望
のサービスを確認。
③地域包括支援センター職員がささ
えあい訪問協力員を選定。
④サービス利用希望者・ささえあい

 年　金 

■２０歳になったら国民年金に
加入しましょう
　日本に住む２０歳以上６０歳未満の方
は全て国民年金に加入します。
　国民年金は、やがて訪れる長い老
後や、生活を損なうような万が一の
事態に備え、保険料を出し合い、お
互いを支えあう制度です。
　２０歳になる方には、武蔵野年金事
務所から、「国民年金のご案内（加入
届）」が届きますので、健康年金課（田
無庁舎２階）または、市民課（保谷
庁舎１階）で手続きをしてください。
※保険料の納付が困難な場合は、免
除制度や学生納付特例・若年者納付
猶予などの猶予制度があります。
興保険料　月額１４，６６０円
（前払いや口座振替をすることで、
割引されます）。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

 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
　当センターでは、地域の中で子ど
もを預けたい方（ファミリー会員）、
子どもを預かる方（サポート会員）
からなる会員同士の相互援助活動を

■審議会等会議
■子ども福祉審議会
　時 １月１４日昭午後１時
　場 田無庁舎３階
　内 子育ち・子育てワイワイプラン
（後期計画）および次世代育成支
援行動計画（後期計画）ほ

か

　定 ２人
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４１）

■社会教育委員の会議
　時 １月１５日晶午後２時
　場 保谷庁舎３階
　内 社会教育委員の活動
　定 ５人
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）
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　１月は、市都民税普通徴収第
４期の納期です。納付には、便
利な口座振替を。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３１）

【申込順】
　時 １月１３日昌午後２時～５時
　場 都庁都民ホール
　問 ２０１０冬耐震キャンペーン
（札０３－５９５２－００３７・胃０３－３９８４－
６３０８・死２０１０-taishin@kyoshin-e.co.jp）
興マンション耐震セミナー＆個別相
談会【申込順】
　時 １月１６日松午後１時３０分～５時
　場 都庁都民ホール
　問 首都圏マンション管理士会
（札０３－３２５６－６４３１）
興木造住宅・ビルマンション耐震改
修工法等展示会および耐震相談会
　時 １月２１日昭～２３日松午前１０時～午
後６時（最終日は５時まで）
　場 ＪＲ新宿駅西口イベントコーナー
　詳細は下記　HP をご覧ください。
　HP  www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/ken
chiku/taisin/index.html
　問 都市整備局建築企画課
（札０３－５３８８－３３６２）

午前９時３０分から）
□夜間相談（要予約・無料）
④１２日昇⑤１３日昌⑥１４日昭⑧１８日捷
午後６時～９時
□経営講習会（要予約・無料）
　時 １月１６日松午前１０時～午後３時
　内 個人事業主のための決算の基礎知識
　対 少しでも創業をお考えの方や、現
在経営されている方
□パソコン講習会（要予約・有料）
　時 １月２２日晶、２５日捷、２６日昇の１
日のみ。時間などはお問い合せを。
　￥ １，０００円
□パソコンの利用（有料）
　￥ １時間２００円
　場 西東京創業支援・経営革新相談セ
ンター（南町５－６－１８イングビル
１階・札４６１－６６１１※予約な

ど）
　HP  http://www10.ocn.ne.jp/̃tanasi-s/
　問 西東京商工会（札４６１－４５７３）

■建物の耐震化を進めましょう！

興耐震フォーラム（ビルの耐震化）

■今月の薬湯～南天の湯～

　新年早々の１月は縁起のよい南天
の湯です。
　時 １月１０日掌（小学生以下は入浴無料）
　問 西東京市公衆浴場組合
（妙法湯札４６１－３７８９）

 西東京創業支援・経営革新相談
センターから

□相談内容
経営…経営革新や現状診断
経理…会計ソフトの基礎知識な

ど

融資…事業計画作成のお手伝いや日
本政策金融公庫（旧国民生活金融公
庫）への紹介
創開業…必要な諸手続きな

ど

その他…基本的知識や、疑問・質問
□特別相談日（無料・予約優先）
虚６日昌許７日昭③８日晶④１２日昇
⑤１３日昌⑥１４日昭⑦１５日晶⑧１８日捷
享２０日昌⑩２１日昭供２６日昇⑫２８日昭
午後１時３０分～４時３０分（虚許享供

■正月朝湯

　気分も新たに、朝湯につかり１年
の計を立ててみませんか。
　時 １月１日抄
【みどり湯】午前８時～午後２時
　時 １月２日松
【松の湯】午前９時～午後６時
【妙法湯】午前９時～午後１時
【ゆパウザひばり】午前８時～午後１時
【庚申湯】午前９時～午後２時
※入浴料は通常の料金です。
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