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JUN 2011 3《ちょこっと節電・エアコン》フィルターは２週間に１回程度をめやすに、定期的に掃除をしましょう。

市からの連絡帳

 募　集 

■夏休み期間限定の　　　　
　学童クラブ入会募集
　就労・病気などの理由により昼間
家庭にいない保護者に代わり、生活
指導などを行います。今回の募集
は、通年の募集とは別に夏休み期間
中だけの入会です。
※保護者が就労されておらず、求職活
動中の場合は、申請できません。
　時 ７月２１日昭～８月３１日昌
　対 小学１年生～４年生（障害児は６
年生まで）
□申請用紙の配布　６月１５日昌から
児童青少年課（田無庁舎１階）、市民
課保谷庁舎総合窓口係（保谷庁舎１
階）、各児童館、各学童クラブで配布
（市　HP からダウンロードも可）。
　申 ７月４日捷までに、必要書類を添
えて児童青少年課（田無庁舎１階）
に直接持参。
□受付　月～金曜日午前８時３０分～
午後５時（７月４日捷のみ午後８時）
※保谷庁舎、児童館、学童クラブで
は申請の受け付けはできません。
興注意
①施設の利用状況および申請状況に
より、希望する学童クラブに近接す
る学童クラブになる場合や入会でき
ない場合があります。
②現在入会申請され待機中の方も、
入会申請手続が必要です。
※詳細は、入会案内または市　HP を。
◆児童青少年課 　田 
（札０４２－４６０－９８４３）

■市立保育園の夏季補助職員
□資格・人数　１８歳以上（高校生除
く）、子ども好きな方、夏季期間中休
まず勤務できる方・１３人程度
□勤務日時　７月２１日昭～８月３１日昌
月～金曜日午前８時３０分～午後５時
※すでに旅行などの計画がある場合
は申込時にご相談ください。
□賃金　９８０円（保育士資格者）
　　　　９１０円（無資格）
　申 ７月１日晶までに、市販の履歴書
（写真貼付）に必要事項を記入し、
保育課（田無庁舎１階）へ直接持参。
◆保育課（札０４２－４６０－９８４２）

向台運動場の周辺整備を進めていき
ます。ご迷惑をおかけしますが、ご
理解とご協力をお願いします。
◆スポーツ振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０８２）

■西東京いこいの森公園　　
（噴水・スケートボード）の再開
　７月１日晶から、再開します。
興噴水　節電に配慮して稼働しま
す。
□稼働時間　午前１１時～午後３時
（１時間ごとに３０分休憩）
興スケートボード　混乱を避けるた
め安全を考慮して再開します。
□利用時間　平日：正午～午後６時
松・掌・抄：午前１０時～午後５時
※土・日曜日は毎月第１・３・５週
の利用が可能です。
※スケート広場の利用人数は３０人ま
でです。
※雨天・気温により利用できない場
合があります。
※詳細は市　HP または公園管理棟・両庁
舎総合窓口・みどり公園課（保谷庁舎
４階）で配布の案内書をご覧ください。
◆みどり公園課 　保 
（札０４２－４３８－４０４５）

 その他 

■田無駅北口第３自転車駐車
　場を閉鎖
　７月末日をもって田無駅北口第３
自転車駐車場を閉鎖します。
　ご不便をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
　また、当該自転車駐車場の付近で
自転車駐車場をお探しの場合は、田
無駅北口第１自転車駐車場がご利用
できます。
◆道路管理課 　保 （札０４２－４３８－４０５７）

■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。
建西東京市立東伏見小学校
　ＰＴＡ会長　立田　恒子　様
（一輪車　４台）
◆管財課 　田 （札０４２－４６０－９８１２）
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　市では、ハローワーク三鷹と共催
で就職面接会と面接対策セミナーを
開催します。
　参加者の年齢制限はありません。
パート勤務希望者向けの求人や就職
に関する相談コーナーも開設します
ので、お気軽にご参加ください。
　時 ・　場 ７月７日昭・きらっと
興面接対策セミナー
午前１０時～１１時３０分
　申 ６月２０日捷から右記へ予約。
　定 ５０人（先着順）

興就職面接会　午後２時～４時
　申 予約不要、直接会場へ。
　持 複数の企業について面接ができま
す。履歴書を数通お持ちください。
□参加企業　１０～１５社程度（市内お
よび近隣の企業が参加予定）
※参加企業および求人内容などの詳
細は、開催日約１週間前に市　HP ・ハロ
ーワーク　HP などで公開となります。
※車での来場はご遠慮ください。
　問 ・　申 ハローワーク三鷹　職業相談
部門（札０４２２－４７－８６１７）
◆産業振興課 　保 （札０４２－４３８－４０４１）

西原町１・５丁目田無町
１・３・５丁目

谷戸町３丁目緑町１～３丁目

向台町６丁目北原町１・２丁目

新町２・５丁目芝久保町
４・５丁目

東伏見１～６丁目柳沢
２・４・５丁目

富士町
１・４・６丁目保谷町１～３丁目

東町
１・３・６丁目中町２～６丁目

住吉町３・６丁目泉町４丁目

ひばりが丘北
２～４丁目

ひばりが丘
１～４丁目

北町２・４丁目栄町３丁目

下保谷４丁目

　地域において、ごみの減量啓発
や資源化の促進、ごみの出し方や
分別指導など、市の行う施策に協力
してくださる市民を募集します。
　対 市内在住者
□募集地域　（右表参照）
□市の指定した大規模住宅
　西原グリーンハイツ、ゾンネン
ハイム、雇用促進住宅
□任期　２年間
□謝金　月額３,０００円（ただし、所
得税は控除）
□報告　毎月の活動報告を提出
□会議　原則的に年２回の廃棄物
減量等推進会議を開催。
※詳しくは、ごみ減量推進課にお
問い合わせください。
◆ごみ減量推進課
（札０４２－４３８－４０４３）

廃棄物減量等推進員の募集

西東京市勢要覧の発刊

　最近では口座への振り込み以外に、現
金を直接手渡す被害も発生しています。

興手口はこれだ！
□急がせる、慌てさせる。
□誘い出す。
□直接取りにくる。
□キャッシュカードをだまし取る。
◆田無警察署
（札０４２－４６７－０１１０　内線２６１２）
◆危機管理室 　保 （札０４２－４３８－４０１０）

　時 ６月２８日昇午後２時
　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０４２－４３８－４０７０）
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「しごとフェア　in　西東京」

就職面接会＆就職支援セミナー開催

□募集住宅
　市営住宅（シルバーピア）４戸
　高齢者アパート　　　　　６戸
　対 以下のすべてに該当する方
①申込者ならびに同居者は、申請時
において満６５歳以上であること
②申請日現在で、西東京市に引き続
き２年以上住所を有すること
③現に居住している住宅の立ち退き
要求を受けているか、または保安
上・保健衛生上劣悪な状態にあるが
自力による代替の住宅を確保するこ
とができないこと
④所得額が月額２１万４,０００円以下で

あること（２人世帯の場合は、お問
い合わせください）
⑤１人世帯および夫婦世帯などによ
る２人世帯であること（間取りは１
ＤＫのみ）
⑥健康で、独立して日常生活を営む
ことができる方
□募集期間　６月２０日捷～２７日捷
（土・日曜日は除く）
　申 申請書類に記入・押印のうえ、都市
計画課（保谷庁舎５階）へ提出。
□入居者の決定　入居資格を審査し
て決定。応募多数の場合は抽選。
◆都市計画課 　保 （札０４２－４３８－４０５１）

■都市計画審議会
　時 ６月２１日昇午前１０時から
　場 田無庁舎３階
　内 ひばりヶ丘駅北口地区地区計画
について
　定 １０人
◆都市計画課 　保 （札０４２－４３８－４０５０）
■介護保険運営協議会・高齢者保
健福祉計画検討委員会
　時 ６月３０日昭午後６時から
　場 防災センター６階
　内 介護保険制度の課題整理ほ

か・現
行計画の概要についてほ

か

　定 ５人
◆高齢者支援課 　保 
（札０４２－４３８－４０３０）　　　　　　　
■西東京市人にやさしいまちづく
り推進協議会
　時 ７月１日晶午後３時から
　場 防災センター６階
　内 委員委嘱、報告事案な

ど

　定 ５人
◆都市計画課 　保 （札０４２－４３８－４０５１）

審議会な
ど

　西東京市誕生１０周年記念事業と
して「西東京市勢要覧」を作成し
ました。
　市内各所の風景・歴史、施策な
どを紹介しています。

□価格　５００円
□規格　A４判
□頒布場所
情報公開コー
ナー（田無庁舎
１階・保谷庁舎
１階）
◆秘書広報課
　田 （札０４２－４６０－９８０４）

振り込め詐欺発生！
他人事ではありません！ 不審な電話は１１０番 ！

興募集地域


