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市からの連絡帳

Ｊ：ＣＯＭチャンネル（地上デジタル放送１１チャンネル）で、西東京市の「市からのお知らせ」のデータ放送をご覧いただけます。

■宝くじ助成金で「ワイヤレス
アンプ・マイクな

ど」購入
　財団法人自治総合センターから宝
くじの助成を受けて、新しいワイヤ
レスアンプ・マイク、ホワイトボー
ド、座卓テーブルを購入しました。
ぜひご活用ください。
興アスタ市民ホール…ワイヤレスア
ンプ・マイク、ホワイトボード
興芝久保地区会館…座卓テーブル
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

記念品をお贈りします。
　対 小学生、中学生、高校生
（１人１点で自作のもの）
□作品　四つ切り（５４２㎜×３８２㎜）、
八つ切り（３８２㎜×２７１㎜）の画用紙
またはそれに準ずるもの
　申 作品の裏面右下に、学校名・学年・
氏名（ふりがな）を記入し、９月１０
日晶（必着）までに、〒２０２－８５５５
市役所選挙管理委員会事務局へ郵
送、または直接持参。
◆明るい選挙推進委員会・選挙管理
委員会事務局 　保 （札４３８－４０９０）

■３Ｒ促進ポスターコンクー
ルの作品
　環境省では循環型社会形成に向け
て、３Ｒ【リデュース（発生抑制）、リ
ユース（再使用）、リサイクル（再生
利用）】の理解を広めるため、３Ｒを
促進する啓発用ポスター作品を募集
し、コンクールを行います。
　対 市内在住・在学の小学生～中学生
①小学校低学年（１～３年生）の部
②小学校高学年（４～６年生）の部
③中学生の部
□作品　四つ切り画用紙、またはＢ
３版※サイズがちがう作品や立体性
のある作品は審査対象外。
　申 作品に、応募者の住所・氏名・年
齢・電話番号・学年・学校名を同封
し、９月８日昌（必着）までに、〒
２０２－００１１泉町３－１２－３５エコプラ
ザ西東京ごみ減量推進課へ郵送、ま
たは直接持参。
□主催　環境省および３Ｒ活動推進
フォーラム
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

 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。
建鈴木　健一　様（日中戦争従軍の
記録アルバム・ＣＤ－Ｒデータ）
◆管財課 　田 （札４６０－９８１２）

※電気コンセント、机、椅子の追加
などについては別途費用がかかりま
す。
　申 はがきに、市民まつり出店申込・
出店団体（者）名・代表者名・住所・
電話番号・出店内容・希望テント数
（１団体２張まで）を記入し、８月
２０日晶（必着）までに、〒２０２－８５５５
市役所文化振興課内「市民まつり実
行委員会事務局」へ（応募者多数の
場合は選考により決定）
　詳細は、後日開催する「市民まつ
り出店説明会」でお知らせします。
　なお、野外演芸などの参加者募集
は市報８月１日号でお知らせしま
す。
◆市民まつり実行委員会（文化振興
課内） 　保 （札４３８－４０４０）

■おはなし会ボランティア
　図書館のおはなし会で、子どもた
ちに絵本の読み聞かせなどをするボ
ランティアを募集します。
□活動日　水～日曜日のいずれか　
□活動場所　市内各図書館（保谷駅
前図書館を除く）
□募集人数　１２人程度
　対 次のすべてに該当する方
①２０歳以上の市内在住者　②図書館
主催おはなし会ボランティアとして
継続的に活動できる方　③養成講座
を全日程受講できる方（全３回予定）
④子どもへの読み聞かせの経験があ
る方
□申込書　７月１５日昭から市内図書
館で配布。図書館　HP からもダウン
ロードできます。
　申 申込書に必要事項を記入のうえ、
７月１５日昭～２５日掌（消印有効）ま
でに、中央図書館へ郵送、または直
接持参。
　詳細は、図書館で配布のチラシお
よび図書館　HP をご覧ください。
◆中央図書館（札４６５－０８２３）

■２２年度　明るい選挙啓発ポ
スターコンクール作品
　投票参加など選挙への関心を持つ
よう呼びかけるものや、明るい選挙
の取り組みを呼びかけるポスターを
募集します。優秀作品には、賞状と

 文　化 

■市民会館の「展示室」、「プレ
イルーム」で日ごろの成果を発
表しませんか？
興展示室
　対 市内で活動する団体で、下記期間
中に発表会をする団体
□期間　１０月２０日昌～１１月１５日捷
興プレイルーム
　対 市内で活動する朗読団体で、下記
期間中に発表会をする団体・個人
□期間　１１月各土曜日　午前９時～
午後５時
　締 いずれも８月２９日掌午後５時まで
　詳細は、市民会館で配布中の応募
要項をご覧ください。
※希望団体多数の場合は調整しま
す。
　問 市民会館（札４６３－５３８１）
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

 スポーツ 

■第６３回都民体育大会（春季）
の結果
　都内市区町村の対抗戦で行われる
都民体育大会（春季）で、西東京市
は、男子卓球競技で６年連続の優勝
を達成しました。また、女子アーチ
ェリー競技で優勝、男子バドミント
ン競技で３位となりました。
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

 募　集 

■第１０回市民まつり出店者
　時 １１月１３日松午前１０時～午後４時
　１４日掌午前９時～午後３時３０分
　場 西東京いこいの森公園
　内 まつり会場での模擬店出店者（飲
食物、物品販売、展示、相談、ＰＲな

ど）
　対 市内在住者、公益的市民団体、市
内商工業者、公共的な団体などで、
市民まつり開催日に常駐できる方
（実行委員会が定めた「出店要領」
に基づく）
　￥ １万２，０００円～２万円（出店料）
【テント１張（２間×１．５間）、机２
台、椅子４脚（１セット）】

■審議会等会議
■青少年問題協議会
　時 ７月２８日昌午後３時から
　場 イングビル
　内 青少年の日ほ

か

　定 ２人
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４１）

■介護保険運営協議会
　時 ７月２９日昭午後２時から
　場 田無庁舎３階
　内 会議の運営方法ほ

か

　定 ５人
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３０）
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■教育委員会
　時 ７月２７日昇午後２時から

　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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国勢調査の調査員を募集中
　特に、田無町・芝久保町・ひばりが丘・南町・
富士町・柳沢を担当する調査員が不足しています。
　１０月１日に実施
される国勢調査の
調査員を募集して
います。

□調査員の仕事　事務打ち合わせ
会への参加、各世帯への調査票の
配布、記入依頼および調査票の回
収事務な

ど

□実働期間　９月中旬～１０月下旬
※事務打ち合わせ会への出席（８
月下旬～９月上旬に開催予定）
□応募資格　次のすべてに該当す
る方　①原則２０歳以上で調査に責
任をもって協力していただける方
②調査内容の秘密を守れる方　
③税務・警察に直接関係ない方　
④選挙に直接関係ない方　⑤事前

打ち合わせ会に出席できる方
□担当地域（調査区）　１調査区５０
～７０世帯
～前回に比べて事務量が軽減～
①調査票の回収　調査員による回
収、郵送、インターネットのいず
れかのため、すべての世帯から回
収する必要がなくなりました。
②調査票の内容点検　調査票を封
筒に入れ、封をして提出するた
め、内容点検がなくなりました。
□報酬　１調査区３万９,０００円前後
□申込書配布　市役所、市内公共
施設、市　HP からダウンロード可。
　申 総務法規課（田無庁舎３階）へ
※定員になりしだい締め切り。
◆総務法規課 　田 （札４６０－９８１０）

　市では、各種手続きや公共施設案内などの行政情報を掲載した「西
東京市暮らしの便利帳」を、官民協働事業として株式会社サイネック
スと協働発行します。発行は平成２２年１２月を予定し、２年間の保存版
として市内の全世帯に配布します。
　８月から広告の募集のため、同社の担当者が市章の入った名刺を持
参し、商店や事業所に伺います
ので、ご協力をお願いします。
　広告掲載を希望する方は、下
記へ直接ご連絡ください。
　問 ㈱サイネックス
（札０４２－５４８－１５５６）
□注意！　広告料の先払い要求
などは絶対にありません。詐欺
行為にご注意ください。
◆秘書広報課 　田 （札４６０－９８０４）

※広告掲載イメージ

「暮らしの便利帳」に広告を掲載しませんか！

広告 広告 広告


