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市からの連絡帳

　環境美化の推進にご理解とご協力
をお願いします。
※臨時集積所に家庭内のごみは絶対
に持ち込まないでください。
　時 ９月２５日松午前８時３０分～１０時　
（雨天決行）
　場 臨時集積所（下表のとおり）

◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

■指定収集袋（ごみ袋）を減免
対象者に追加交付
　６月に指定収集袋（３か月分）を
受領された方に、１０月からの指定収
集袋を追加交付します。
　交付日、交付場所などの詳細は、
市報８月１５日号をご覧ください。
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

 スポーツ 

■第６８回国民体育大会西東京
市実行委員会の設立
　平成２５年第６８回国民体育大会にお
いて、西東京市で開催する競技会の
運営や諸準備に万全を期すことを目
的とした「第６８回国民体育大会西東
京市実行委員会」の設立総会が、７
月３０日晶に開催され、実行委員会が
設立されました。
　実行委員会は、関係機関および関
係団体代表者の方６６人で構成されて
います。
　今後は実行委員会が中心となっ
て、東京都や関係機関、関係団体と
の緊密な連携のもと、国体開催への
準備や普及啓発活動に取り組んでい
きます。
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　市では、永年にわたって職業を通
して、市民生活の向上および産業振
興に貢献された技能者を表彰してい
ます。
　平成２３年３月６日現在で、次の①
～④の基準をすべて満たす方を推薦
してください。
　対 ①市内で３０年以上技能職に従事　
②続けて５年以上市内に居住　③満
６０歳以上　④優れた技能を持ち、徳
行著しく後進の模範となっている方
□推薦方法　市　HP 、または産業振興
課（保谷庁舎３階）にある所定の用
紙に必要事項を記入し、９月１０日晶
（消印有効）までに、〒２０２－８５５５市
役所産業振興課へ郵送、または直接
持参。
柑商工業従業員表彰
　市と西東京商工会では、毎年市内
の商工業に従事している優良な従業
員を表彰しています。次の基準に該
当する方を雇用している事業主の方
は推薦してください。
　対 同一事業所に引き続き１０年以上
（平成２２年１０月３１日現在見込み）勤
務している従業員で勤務成績が優良
な方（事業主と同一世帯およびパー
トタイマーを除く）
□推薦方法　市　HP 、産業振興課（保
谷庁舎３階）または商工会事務局に
ある所定の用紙に必要事項を記入
し、９月１０日晶（消印有効）までに、
〒１８８－００１２南町５－６－１８イング
ビル３階西東京商工会田無事務所へ
郵送または直接持参。
□敢・柑共通項目
　推薦された方の中から、表彰規定
により該当者を決定します。
　詳細は市　HP をご覧ください。
興表彰式
　時 ・　場 敢平成２３年３月６日掌・保谷
こもれびホール　柑平成２２年１１月１
日捷・防災センター６階
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

 環境・ごみ 

■市内中学校・高校生徒ボラン
ティアによる環境浄化運動
～私たちの街をいつも綺麗に～
　市内中学校・高校の生徒ボランテ
ィアが中心となって、市内の環境浄
化運動（違反屋外広告物撤去および
清掃活動）を行います。
　皆さんのご理解とご協力をお願い
します。
　時 ９月１３日捷午後４時～５時
　（雨天中止）
　場 田無駅、ひばりヶ丘駅周辺
□主催　西東京市社会を明るくする
運動実施委員会
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３)

■環境美化一斉清掃にご協力を
　市内の道路、公園などに散乱して
いるごみの回収を、西東京市老人ク
ラブ連合会主催、シルバー人材セン
ターの皆さんの協力で行います。
　当日、ご協力いただける方は、市
内の公共の場所（道端や公園な

ど）に
捨てられたごみを拾い集め、臨時集
積所に持ち込んでください（有料袋
以外でも受け付けます）。

　定 ３０人（申込多数の場合は抽選）
　￥ ２，０００円（テキスト代）

　申 １０月４日捷までに電話で下記事務
局へ（後日決定通知を送付）
※今回、すべての講座を受講できな
い方もご相談ください。
興ファミリー会員になりたい方
　内 子どもの預かり、保育園・幼稚園
の送迎、外出時の同行な

ど

□利用時間　毎日午前６時～午後１１
時
　￥ （１時間あたり）
平日午前８時３０分～午後５時…８００円
上記以外の曜日・時間帯…１，０００円
□預かり場所　サポート会員宅な

ど

□利用方法　説明会に参加し、ファ
ミリー会員登録をしてから利用でき
ます。

　持 保護者の顔写真（３㎝×２．５㎝）１
枚・印鑑・８０円切手
　申 説明会前日までに電話で下記事務
局へ
　問 ファミリー・サポート・センター
事務局（札４３８－４１２１　※月～金曜
日午前９時～午後５時）
◆子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）

 商工業 

■推薦ください～技能功労・商
工業従業員表彰～
敢技能功労者表彰

 子育て 

■子ども手当の申請はお済み
ですか？
　平成２２年４月１日以前から市内在
住で、子ども手当の申請が必要な方
に、『子ども手当のご案内』を送付し
ています。子ども手当を４月分から
受給するには、９月３０日昭までに申
請をしてください。
　①子ども手当認定請求書、または
②子ども手当額改定認定請求書をま
だ申請されていない方は、早急に申
請してください。
　なお、１０月１日以降に申請された
場合は、申請された日の翌月からの
支給となります。
①の申請が必要な方…児童手当を受
給されていなかった中学校修了前
（１５歳になる日以後の最初の３月３１
日）までのお子さんを養育されてい
る保護者
②の申請が必要な方…児童手当を受
給していた方で中学校２、３年生が
いる保護者
※公務員の方は直接勤務先での申請
となります（独立行政法人、国立大
学法人の職員や公益法人等派遣法に
より派遣されている方は、西東京市
での申請が必要）。
※養育するお子さんが市外在住で
「案内」が届かなかった方は、子育
て支援課までご連絡ください。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■西東京市ファミリー・サポー
ト・センター
　ファミリー・サポート・センター
は、地域のなかで子どもを預けたい
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～
　対 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
し、修了後、サポート会員として登
録し、活動できる方。
※養成講習会に保育はつきません。

【サポート会員養成講習会日程】

田無総合福祉センター

午後１時３０分～３時３０分／オリエ
ンテーション１０月１８日捷

午前１０時～正午／子どもの遊び
１０月１９日昇 午後１時３０分～４時／

子どもを安全に預かるために

午前１０時～正午／市の子育て支援
１０月２１日昭

午後１時３０分～３時／登録説明

午前１０時３０分～正午／修了式１０月２２日晶

コール田無

午前９時３０分～正午／子ども
を預かる心構え

１０月２０日昌
午後１時３０分～３時３０分／子
どもの心の発達と関わり

窺ひばりが丘北わん
ぱく公園（ひばりが
丘北２－２）

陰谷戸イチョウ公園
（谷戸町２－１２）

丑あらやしき公園
（下保谷４－８）

隠谷戸第二地区会館
（谷戸町３－１３）

碓武道場
（東町２－４）

韻谷戸地区会館
（谷戸町１－９）

臼住吉会館ルピナス
（住吉町６－１５）

吋緑町三丁目都営ア
パート集会所
（緑町３－８）

渦保谷庁舎正面入口
（中町１－５）

右田無町七丁目都営
アパート公園
（田無町７－５）

嘘中町児童館
（中町４－４）

宇芝久保地区会館
（芝久保町３－１５）

唄第２えのき児童遊
園（保谷町５－２）

烏田無駅北口第一自
転車駐車場西側出口
前（田無町４－５）

欝富士町福祉会館
（富士町６－６）

羽南町六丁目　小林
宅（南町６－９）

蔚千駄山広場
（東伏見１－４）

迂田無庁舎中庭（エ
スカレーター寄り）
（南町５－６）

鰻むくのき公園
（柳沢２－３）

雨南町第一児童遊園
（南町２－２）

姥新町福祉会館
（新町５－２）

卯向台公園東側入口
（向台町２－５）

厩東伏見コミュニティ
センター
（東伏見５－１０）

鵜北町緑地保全地域
（北町５－５）

【ファミリー会員登録説明会日程】

田無総合福祉センター
９月１１日松午前１０時～正午

保谷保健福祉総合センター
９月１４日昇午前１０時～正午
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　有効期限が９月３０日昭までのシル
バーパスをお持ちの方で、引き続きご
利用になる場合、更新が必要です。
□更新期間・窓口
　時 ９月１日昌～３０日昭（土・日曜日、
祝日を除く）午前１０時～午後４時
　場 田無駅北口アスタ２階センターコ
ート、保谷庁舎２階
※すでに郵送の更新申込書に個別指
定。
　持 ①シルバーパス更新申込書　②住
所・氏名・生年月日が確認できるも
の（保険証・運転免許証など）③現
在使用中のシルバーパス　④その他
ア～ウの該当する項目の書類
（ア）２２年度市民税が非課税の方
…１，０００円と２２年度介護保険料納入
（決定）通知書の所得段階区分欄に１

～４（特例４を含む）の記載がある
もの、２２年度住民税非課税証明書、生
活保護受給証明書のいずれか
（イ）２２年度市民税が課税で前年の合
計所得金額が１２５万円以下の方
…１，０００円と２２年度介護保険料納入
（決定）通知書、平成２２年度住民税
課税証明書のいずれか
（ウ）２２年度市民税が課税の方
…２万５１０円
　問 敢鋤東京バス協会シルバーパス専
用電話（札０３－５３０８－６９５０）
柑東京都福祉保健局在宅支援課臨時
案内電話（札０３－５３２０－４１７７　※９
月３０日昭まで開設）
（いずれも土・日曜日、祝日を除く
午前９時～午後５時） 設立総会のようす


