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AUG 2010 3FM西東京のホームページで過去１か月分の放送を聴くことができます。

市からの連絡帳

内容・野外演芸参加希望日および参
加希望時間（午前または午後）・参加
人数を記入し、８月３１日昇（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説明会でお知
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）

■市民スポーツまつり　　　
　実行委員　
　１０月１１日抄に開催される市民スポ
ーツまつりに向けて、ＮＰＯ法人西
東京市体育協会を中心に実行委員会
を立ち上げます。スポーツまつりの
運営にご協力いただける方は、会議
へ参加してください。
興第１回会議
　時 ８月１０日昇午後７時から
　場 スポーツセンター
　対 市内在住、在勤者
　問 ＮＰＯ法人西東京市体育協会
（〒２０２－００１３　中町１－５－１ス
ポーツセンター内・札４２５－７０５５
※月～金曜日午前９時～午後４時）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

点検および定期清掃などにより臨時
休館します。
　ご理解、ご協力をお願いします。
　問 保谷こもれびホール
（札４２１－１９１９）
◆文化振興課 　保 （札４３８－４０４０）

 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。
建リブランコーポレーション株式会
社　代表取締役　川島　英雄　様
（家庭用生ゴミ処理機　２台）
◆管財課 　田 （札４６０－９８１２）

 募　集 

■市民まつり出演者　　　　
～場内パレード出演者を募集～
　例年実施していたひばりヶ丘駅南
口からの場外パレードは、交通規制
などの事情により今回のみ実施でき
なくなりました。今回はまつり会場
内でパレードを実施します。
　このため、実行委員会にて選考さ
せていただく場合がありますので、
ご理解をお願いします。
　時 ・　場  １１月１４日掌午前１０時～１１時
（予定）・西東京いこいの森公園（ま
つり会場内）
～野外演芸出演者を募集～
　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 野外特設ステージな

ど

□資格　市内在住・在勤・在学の個
人・団体
　申 はがきに、「パレード参加」、「野外
演芸参加」の区分、団体名・代表者
名（個人は氏名）・住所・電話・参加

ｃｍ）１枚、印鑑、８０円切手１枚
（会員証郵送用）
　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
（札４３８－４１２１）へ
◆子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）

■家庭的保育者募集
　家庭的保育者（保育ママ）制度と
は、家庭的な雰囲気の中で小人数の
乳幼児の保育をするもので、仕事な
どの理由で子どもを保育できない保
護者に代わり、３歳未満の子どもを
預かるものです。
□資格・要件　①～⑤すべてに該当
すること
①市内に住所があり、２５歳～満６５歳
までの健康で、ほかに職業を持たず
保育に専念できる方であること
②保育士・看護師・助産師・保健師・
教員のいずれかの資格がある、また
は別に定める研修を終了した方でど
ちらも子どもの保育経験があること
③市の指定する基礎的研修を終了す
ること　④現に養育する６歳未満の
子どもがいない方　⑤保育専用室と
して通風採光のよい６畳以上（３人
の場合）があること
□募集人員　若干名　
□受け入れ児童　産休明けから３歳
未満で３人まで（補助員をつけると
５人まで預かることができます）
□保育日　月～土曜日（日曜日、祝
日、年末年始を除く）
□保育時間　おおむね午後６時まで
□委託費　市から委託費支給。
①基本料金…年間３０万円
②入所した子ども１人あたり…月額
８万１,２００円（平成２２年４月現在）
　申 ８月３０日捷までに、保育課（田無
庁舎１階）へ。現場確認を兼ねて自
宅へ訪問します（その後、実習・面
接により認定）。
　詳細は、お問い合わせください。
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

 文　化 

■保谷こもれびホール休館日
　８月１１日昌・１７日昇は、館内設備

座可）の振込先口座　⑥請求対象期
間内に給油した際の領収書な

ど（原本）
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３５）

■心身障害者タクシー料金助
成の申請
　従来のタクシー利用券の有効期限
切れに伴い、新しいタクシー利用券
を交付します。
※従来のタクシー利用券（未使用分）
は返却してください。
　対 身体障害者手帳１～３級・愛の手
帳１～３度の方
□受付　７月３０日晶～８月３１日昇
（土・日曜日を除く）・障害福祉課
（両庁舎１階）
※期間以降も申請できますが、申請
した月分からの助成となります。
　持 ①身体障害者手帳または愛の手帳
②申請書（対象者には、用紙を送付
済み）　③障害者本人の認印（代理人
が申請する場合はその方の認印も）
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３５）　

 子育て 

■児童扶養手当・特別児童扶養
手当現況届の提出
　現況届は、手当受給者・その配偶
者・扶養義務者の前年の所得状況・
養育状況などを確認する書類です。
　現在受給されている方（所得超過
による支給停止を含む）には、７月
末に「お知らせ」を送付します。窓
口で本人が提出してください。提出
されないと８月以降の手当が支給停
止となる場合があります。
興児童扶養手当
□受付期間　８月２日捷～３１日昇
興特別児童扶養手当
□受付期間　８月１１日昌～３１日昇
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■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
　ファミリー会員に登録希望の方は
出席してください（子ども同伴可）。
　時 ８月１０日昇午前１０時～正午
　場 保谷保健福祉総合センター６階
　持 保護者の顔写真（縦３ｃｍ×横２．５
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興東京都直接募集
敢ポイント方式による募集（家族
向けのみ） …１，２９０戸
柑単身者向・単身者用車いす使用
者向・シルバーピア住宅 …２９５戸
桓事業債権者向定期使用住宅
 …１０戸
□案内配布
８月２日捷～１１日昌（土・日曜日、
祝日を除く）・保谷庁舎１階　業務
案内窓口・田無庁舎２階ロビー・
各出張所（土・日曜日、祝日を除
く午前８時３０分～午後５時）
※都内各区・市役所などでも配布
します。
※８月７日松・８日掌は、都庁第
一庁舎１階東京観光情報センター
および東京都住宅供給公社募集セ

ンターでも配布します。事業再建
者向定期使用住宅は上記のほか東
京都中小企業振興公社、各地域中
小企業振興センターでも配布しま
す。なお、すべての募集の申込書
などは、募集期間中のみ下記　HP か
らダウンロードできます。
公社　HP http://www.to-kousya.or.jp/
　申 ８月１６日捷（必着）までに渋谷
郵便局へ郵送。
□抽選日・抽選会場
　時 ９月２２日昌午前９時３０分から　
　場 都庁第二本庁舎
　問 東京都住宅供給公社募集センタ
ー（札０３－３４９８－８８９４）
※募集案内の配布期間中は（札
０５７０－０１０８１０）
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１）

市職員募集（平成２３年４月１日付採用）

採用予定者数受験資格試験区分

１０人程度

昭和５６年４月２日～平成元年４月１
日までに生まれた方一般事務英類（大学卒程度）

昭和６０年４月２日～平成３年４月１
日までに生まれた方一般事務衛類（短大卒程度）

昭和６２年４月２日～平成５年４月１
日までに生まれた方一般事務詠類（高校卒程度）

若干名

昭和５６年４月２日～平成元年４月１
日までに生まれた方

一般事務英類（大学卒程度・
身体に障害のある方）

昭和６０年４月２日～平成３年４月１
日までに生まれた方

一般事務衛類（短大卒程度・
身体に障害のある方）

昭和６２年４月２日～平成５年４月１
日までに生まれた方

一般事務詠類（高校卒程度・
身体に障害のある方）

２人程度昭和５６年４月２日～平成元年４月１
日までに生まれた方土木技術英類（大学卒程度）

１人程度昭和５６年４月２日～平成元年４月１
日までに生まれた方建築技術英類（大学卒程度）

若干名

昭和５６年４月２日～平成元年４月１
日までに生まれた方栄養士英類（大学卒程度）

昭和６０年４月２日～平成３年４月１
日までに生まれた方栄養士衛類（短大卒程度）

※栄養士英類・衛類は、栄養士免許をお持ちの方、または平成２３年３月３１日までに栄
養士免許を取得する見込みの方

※郵送希望の場合は、返信用封筒
（角型２号のみ）に切手１４０円分を
貼り、住所・氏名を明記し、〒１８８
－８６６６　市役所職員課へ
　申 ８月２日捷～１３日晶までに、電
子申請。
◆職員課 　田 （札４６０－９８１３）

□試験日　第１次…９月１９日掌
※詳細は試験案内をご覧くださ
い。
□試験案内　８月２日捷～１３日晶
に職員課（田無庁舎５階）、総合案
内（保谷庁舎１階）で配布。
※市　HP からもダウンロード可。

■市議会から
　議員は、選挙区内の人にお金や
物を贈ったり、時候の挨拶状（答
礼のための自筆によるものは除
く）を出すことは禁止されていま
す。
　実費が伴う行事や会費が必要な
催しをご案内いただく際には、会
費を明示してください。
◆議会事務局 　田 （札４６０－９８６０）
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