
2 月 15 日号

 FEB 20122月１６日㈭から税の申告が始まります。【申告期間】2 月１６日㈭～３月１５日㈭

市からの連絡帳

　日本語を母語としない方が安心して
手続きやサービスを受けられるように、
学校や行政窓口で通訳する通訳ボラン
ティアを募集します。
※本事業は市内国際交流団体に委託
して実施しているため、委託先団体へ
の加入が必要となります。
①日本語とほかの言語で日常会話お

よび読み書きができる方。
②18歳以上で、市内在住・在学・在
勤または、市内への派遣に支障がない
地域に住んでいる方。
③携帯電話および電子メールによる連
絡がとれる方。
Eメールで、 3月1日㈭（必着）までに、

①氏名　②住所　③電話番号　④Ｅ
メールアドレス　⑤通訳できる言語を
明記し、下記へ。
※件名は「派遣通訳ボランティア申し
込み」としてください。
❖通訳ボランティアに登録いただく方
を対象に下記のオリエンテーションを
実施します。必ず参加してください。
□オリエンテーションの日程
①通訳ボランティアの役割・ロールプ
レイング
3月4日㈰ 午後1時～３時30分
西東京市民会館
藤井美香さん、劉

りゅう

玉
ゆ

珊
い さ

ん（横浜市国
際交流協会）
②西東京市通訳ボランティア派遣事
業について、これまでの事例
3月13日㈫ 午後2時～4時
コール田無
市職員ほか

□共催　ＮＰＯ法人西東京市多文化共
生センター（ＮＩＭＩＣ）
◆文化振興課 
　（ 042－438－4040・ bunka@
　city.nishitokyo.lg.jp）

　認知症になっても安心して暮らし続ける
ためには地域での見守り、ちょっとした手
助けが必要です。まずは、認知症とは何か、
基本的なところから学んでみませんか。
・ ①3月1日㈭ 午後2時～3時30
分・田無公民館
②3月9日㈮ 午後2時～3時30分・芝久
保公民館
①認知症について　②認知症サポー

ター100万人キャラバンについて　③認
知症の方を地域で支えるためには
市内在住・在勤の方で、認知症サポー

ター養成講座を受講したことのない方

各50人
※参加者にはサポーターの証であるオレ
ンジリングを差し上げます。
往復はがきに、住所・氏名・年齢・電

話番号・希望日を明記のうえ、2月22日
㈬（必着）までに、〒202－8555市役
所高齢者支援課「認知症サポーター養
成講座」担当へ。申込者多数の場合、
抽選。
◇認知症サポーターとは･･･
　認知症を正しく理解し、地域で生活し
ている認知症の方や家族を見守り、自分
でできる範囲で支援する方のことです。
認知症サポーター養成の取り組みは全
国的に展開されています。
◆高齢者支援課 
　（ 042－438－4029）

～掛金の一部を補助します～
　中小企業退職金共済制度（中退共
制度）は、中小企業で働く従業員のた
めの国の退職金制度です。
□中退共制度の特色
◎国の制度なので安全・確実・有利
◎掛金の一部を国が助成
◎掛金は税法上、全額損金・必要経
費として非課税
◎掛金は口座振替で管理が簡単
□加入の手続き　
　所定の申込書に記入・押印のうえ、
お近くの金融機関へ。
独立行政法人勤労者退職金共済機

構中小企業退職金共済事業本部　　
　（ 03－3436－0151）
❖市の助成
□要件　①市内に事業所または事務所
を有する中小企業者　②独立行政法
人勤労者退職金共済機構と退職金共
済契約を締結し、共済掛金を納付して
いること
□金額　該当する納付済の掛金に対して、
加入時から36か月を限度として１人につき
月額500円を補助（ただし１か月の掛金が
2,000円の場合は月額300円を補助）。
平成23年１月～12月までの共済掛
金について、必要書類を３月２日㈮ま
でに提出してください。
◆産業振興課 
　（ 042－438－4041）

　2月21日㈫・28日㈫は、館内設備
点検などにより臨時休館します。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解、
ご協力をお願いします。
保谷こもれびホール

　（ 042－421－1919）
◆文化振興課 
　（ 042－438－4040）

　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。
✿有限会社 米山酒店 様
◆秘書広報課 
　（ 042－460－9803）

■ おすすめします！
　国の「中退共制度」

産業・商工

■保谷こもれびホール休館日

施　設

市内の空間放射線量測定結果 （2月6日現在）
　市では、市内における放射線の状況を把握するため、市内を2㎞メッ
シュで区分し、小中学校・保育園・公園の5か所と武蔵野大学内（協力）
1か所の合計6か所で空間放射線量を測定しています。

区分 測定場所 町名 測定日
線量率

（マイクロシーベルト／時）

地上 1m 地表面
（地上5㎝）

北部 栄小学校 栄町 2月 6日㈪ 0.09 0.09

東部 なかまち保育園 中町 1月31日㈫ 0.07 0.09

中央部 田無第二中学校 北原町 2月1 日㈬ 0.07 0.08

西部 田無第三中学校 西原町 2月 2日㈭ 0.08 0.09

南西部 田無市民公園 向台町 2月 3日㈮ 0.08 0.07

南部 武蔵野大学（協力）新町 2月1 日㈬ 0.07 0.07

◆環境保全課 （ 042－438－4042）

□目を離すときには、必ず鍵を掛け
ましょう！！
　昨年、市内では自転車窃盗被害
が大幅に増加しました。やはり駅周
辺での被害が多いようです。
　被害にあった方のうち、約6割が
鍵を掛けていませんでした。

□万一のために…防犯登録を！！
　防犯登録をすることにより、万一
被害にあった場合でも発見しやすく
なりますので、購入時には必ず防犯
登録をしてください。
◆田無警察署生活安全課
　（ 042－467－0110・内線2612）
◆危機管理室 （ 042－438－4010）

自転車泥棒に注意してください！被害
多発！！

　２月１日を基準日にして、全国すべての企業、事業所
を対象に調査を実施しています。
　調査員が調査票を回収するために、調査の訪問活動
をしています。調査員が訪問しましたら、調査票の提出を
お願いします。
◆総務法規課 （ ０４２－４６０－９８１０）

平成２４年経済センサス－活動調査の
調査票の提出は、お済みですか？

2月25日㈯ 午後2時から
保谷庁舎別棟1階
行政報告ほ

か

10人
◆教育企画課 　
　（ ０４２－438－4070）

教育委員会教育委員会

　第１回市議会定例会は、２月24
日㈮から開催される予定です。
　本会議、委員会は傍聴できます。
日程などは、決まりしだい市議会
に掲載しますので、ご覧ください。
　なお、請願・陳情はいつでも受け
付けしていますが、第１回定例会で
審査を行うためには、２月17日㈮ま
でにご提出ください。
◆議会事務局 
　（ ０４２－４６０－９８６１）

市議会定例会市議会定例会

審議会など

■社会教育委員の会議
2月17日㈮ 午後２時から
保谷庁舎3階
社会教育関係団体補助金について
5人

◆社会教育課 　
　（ ０４２－438－4079）

■地域コミュニティ検討委員会
2月29日㈬ 午後6時30分から
田無庁舎５階
地域コミュニティを担う組織の連

携について
５人
◆協働コミュニティ課 　
　（ ０４２－438－4046）

■生涯学習推進懇談会
3月1日㈭ 午後２時から
保谷庁舎4階
生涯学習の推進について
5人

◆社会教育課 　
　（ ０４２－438－4079）

■寄附

その他

■派遣通訳ボランティア登録者

募　集

■認知症サポーター養成講座

　市内の犯罪認知件数（警察に被害が届けられる件数）の
最も多いものが自転車窃盗です。


