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凡例 　時 日時　　場 場所　　内 内容　　対 対象　　定 定員　　講 講師　　￥ 料金　　持 持ち物　　申 申し込み　　問 問い合わせ　　HP ホームページ　胃ファックス　糸メール　　田 田無庁舎 　保 保谷庁舎

　乳幼児～小学生までを対象と
したおはなし会など、いろいろ
な行事を行っています。　お問
い合わせは各図書館まで。

　災害時における相互応援に関
する協定に基づき、行方市およ
び下郷町からの応援要請を受
け、緊急応援物資支援を実施し
ました。
　３月１７日昭に行方市へ紙おむ
つ・乳児用粉ミルク・乳児用お
しり拭き・非常用クラッカー・
アルファ化米を、１８日晶に下郷
町へ毛布・紙おむつを輸送および提供しました。
◆危機管理室 　保 （札０４２－４３８－４０１０）

　市内で活動中の国際交流ボランティア「ＮＰＯ法人西東京市多文化共生センタ
ー（ＮＩＭＩＣ）」では、語学ボランティアの協力により、西東京市近辺に在住の
方向けに、市の災害情報などを多言語に翻訳し、　HP で公開しています。
　HP  http://www.nimic.jp

NPO Nishitokyo Multicultural and International Center (NIMIC), 
conducting international culture exchanging activities in Nishitokyo City, 
is providing those living in and around the Nishitokyo City with information 
on natural hazard related matters in multi-languages at its HP as below, 
cooperated with the foreign language volunteers;
http://www.nimic.jp
You are invited to refer the information.  
　問 多文化共生センター（札・胃 ０４２－４６１－０３８１）

４月

　社会の混乱時に、不安な気持ちや善
意の気持ちに付け込む悪質な詐欺など
の発生が心配されます。
  こんな話には要注意！！
①地震での自宅の損壊に便乗した悪質
リフォーム詐欺
　震災により、自宅の損壊の被害があ
った、ガラス窓が割れたなどの情報を
得た業者が建設業者を騙り、「このま
まだと屋根が崩落します。」「自宅の修
繕が必要です。」などと不安をあおり、
不要な工事の契約をとりつける。
②必要品を高額で売りつける
　「乾電池」「ガソリン」「懐中電灯」な
ど多くの人が必要としている物品など
を「間もなく品薄になって無くなりま
す。（買えなくなる。）」などと不安をあ

震災に便乗した悪質な詐欺などに注意を！

おり、高額で売りつける。
③被災地への義援金を騙る手口
　「日本赤十字」や「・・募金会」などと実
在の団体を騙り、義援金の振込みを依
頼する。
　少しでもあやしいと感じたら、すぐに110
番、または田無警察署にご相談ください。
興震災に伴う各社の対応
□東京電力　
　震災に伴う点検で、費用を徴収する
ことはありません。
□東京ガス・水道局　
　震災に伴う訪問点検は行っていませ
ん。行う場合は、事前に連絡がありま
す。
　問 田無警察署（札０４２－４６７－０１１０）
◆危機管理室 　保 （札０４２－４３８－４０１０）

　市では、今回の災害で被災された方々に対する支援のため、義援金の受け付
けを行っています。皆様の温かいお気持ちをお待ちしています。

東北地方太平洋沖地震被災者の方々へ
義援金を受け付けています

興市内公共施設での受け付け
□受付期間　９月３０日晶まで

◆生活福祉課 　保 
（札０４２－４３８－４０２４）

興郵便振替での受け付け
□義援金名　「東北関東大震災義援金」
□受付期間　９月３０日晶まで
□受付口座　郵便振替（窓口での取り
扱いの場合、送金手数料は無料）　
□口座番号　「００１４０－８－５０７」
□加入者名　日本赤十字社　東北関東
                   大震災義援金
※半券をもって受領証に代えさせてい
ただきます。
　問 日本赤十字社東京都支部
（札０３－５２７３－６７４３）

□義援金箱設置場所
（いずれも開庁・開館時間内の受付）

⑦谷戸公民館①田無庁舎
（２階総合案内）

⑧ひばりが丘公民館②保谷庁舎
（１階総合案内）

⑨保谷駅前公民館③柳沢公民館
⑩ひばりが丘図書館④田無公民館
⑪保谷こもれびホール⑤芝久保公民館
⑫コール田無⑥西東京市民会館

　東北地方太平洋沖地震の被災地への
支援のため、３月２２日昇から救援物資
の受け付けを行い、多くの団体、個人
の方々からご協力をいただきました。
　皆様の温かいお気持ちに感謝申し上
げます。
◆生活福祉課 　保 
（札０４２－４３８－４０２４）

　東北地方太平洋沖地震で被災され、西東京市に避
難された方の車を保管する為の、一時駐車場を市内
４か所に用意しました。
 　利用を希望される方は管財課（保谷庁舎２階）で
お申し込みください。
　なお、電話での予約は受け付けませんので、あら
かじめご承知おきください。
□受付時間　午前８時３０分～午後５時（土・日曜日、
祝日除く）
◆管財課 　保 （札０４２－４３８－４００１）

◆おはなしおばさんのおはなし会　３日掌午前１１時
／どなたでも　◆にこにこおはなし会　１５日晶午前
１１時／１～２歳児とその保護者対象　◆サンサンお
はなし会　１７日掌午前１１時／３歳児から対象　
◆おはなし会　毎週木曜日／午後３時３０分／３歳児
から対象

中 央
札０４２－４６５－０８２３
火～金午前１０時～午後８時
土・日午前１０時～午後６時

◆はじめてのページ　７日昭午前１１時／下保谷児童
センター／絵本の読み聞かせ、紙芝居、おもしろい本の
紹介な

ど／どなたでも（下保谷児童センター共催）　　　
◆ちいさなおはなしひろば　８・２２日晶午前１１時／
１～２歳児とその保護者対象　◆おはなしひろば　
８・２２日晶午後３時３０分／３歳児から対象　◆おはな
しのへや　２・１６日松午後３時３０分／５歳児から小学
校３年生対象　

保 谷 駅 前
札０４２－４２１－３０６０
火～金午前１０時～午後８時
土・日午前１０時～午後６時

◆おはなし会　毎週木曜日午後４時／どなたでも
芝 久 保
札０４２－４６５－９８２５
火～日午前１０時～午後６時

◆ちびっこおはなし会　６・２０日昌午前１１時／１歳～
２歳児とその保護者対象　◆おはなし会　１３・２７日昌
午後３時３０分／３歳児から対象

谷 戸
札０４２－４２１－４５４５
火～日午前１０時～午後６時

◆ちいさなおはなしひろば　１・８日晶午
前１１時／絵本コーナー／１～２歳児とその保
護者対象　◆わくわくドキドキ紙芝居ス
ペシャル　９日松午前１１時～正午／どなた
でも　◆おはなしひろば　毎週水曜日午後
４時／絵本コーナー／３歳児から対象

柳 沢
札０４２－４６４－８２４０
火木土日午前１０時～午後６時
水・金午前１０時～午後８時

◆ちいさなおはなしひろば　１日晶午前１１
時／絵本コーナー／１～２歳児とその保護者
対象　◆おはなしひろばサタデー　２日松
午前１１時／講座室／３歳児から対象　
◆おはなしひろば　２０日昌午後４時／講座
室／３歳児から対象

ひ ば り が 丘
札０４２－４２４－０２６４
火木土日午前１０時～午後６時
水・金午前１０時～午後８時

◆おはなしひろば　１３日昌午後３時３０分／
新町児童館／どなたでも

新 町 分 室
札０４２２－５５－１７８３
水～土午後１時～５時

４日捷、１１日捷、１８日捷、２５日捷、２９日晶
※２９日晶は、中央図書館と保谷駅前図書館は
開館しています。（午前１０時～午後６時）
※新町分室は、毎週火・日曜日も休館日です。

休 館 日

救援物資のご協力
ありがとうございます。

西東京市に避難された被災者の方のために
一時駐車場を用意しました

茨城県行方市・福島県南会津郡下郷町へ
物資支援を実施 !

■４月３日掌の「りさいくる
市」中止のお知らせ
　４月３日掌にエコプラザ西東京に
て開催を予定していました「りさい
くる市」は、東北地方太平洋沖地震
の発生に伴い中止します。
◆ごみ減量推進課
（札０４２－４３８－４０４３）

■５月１日掌「りさいくる市」
フリーマーケット出店者募集
□出店資格　
　市内在住のリサイクルに関心のあ
る個人・団体で成人の方（業として
いる方は除く）

　場 田無庁舎市民広場
□募集区画　７５区画（申込多数の場
合は抽選）
　申 往復はがきに、住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・年齢・参加人数・
出店物（衣類・雑貨な

ど）を記入し、
４月１日晶～１０日掌（消印有効）ま
でに、〒２０２－００１１ 泉町３－１２－３５ 
エコプラザ西東京内ごみ減量推進課
へ郵送。
※１世帯１通に限ります。
※飲食物・動植物などの販売は不可。
※出店場所の選択不可。
◆ごみ減量推進課
（札０４２－４３８－４０４３）

西東京市近辺の災害情報を多言語で公開しています！
Natural Hazard Information is available in multi-languages.

声の広報をお届けしています 知り合いで希望する方がいましたら
谷戸図書館（札４２１－４５４５）へお問い合わせください


