
（0422）局番（新町の一部地域）から電話の際は、市外局番（042）をつけておかけください。 3

業や事業者の方から募集します。
　この広告掲載事業は、市の財源確保と
地域の産業振興を目的としています。
□掲載対象　ごみ・資源物収集日程一覧
表（10月～平成25年９月）
□掲載位置　収集日程掲載ページの各
ページ下部（全４地域で１地域につき２枠）
□枠数　８枠
□発行冊数　12万冊
□掲載料　１枠５万円
□提出書類　広告掲載申込書・広告原稿
案・会社概要がわかる書類
i６月４日㈪（必着）までに、ごみ減量
推進課へ直接持参、Eメールまたは郵送。
※詳細は、市k（事業者向け情報）また
はお問い合わせを。
◆ごみ減量推進課（〒202－0011泉町
３－12－35　エコプラザ西東京内・
p042－438－4043・
mgomigen@city.nishitokyo.lg.jp）

平成24年5月15日号

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。
✿裏千家教授　折

おり

元
もと

　宗
そう

和
わ

　様
　（10万円）
✿岡田　晴恵　様
　（書籍　19冊）
◆秘書広報課 n（p042－460－9803）
◆管財課 n（p042－460－9812）

認知症サポーター養成講座

募　集

　認知症になっても安心して暮らし続け
るためには、地域での見守りやちょっとし
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。
❖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。
a５月28日㈪午後２時～３時30分
b防災センター６階
c「認知症について」「認知症サポーター
100万人キャラバンについて」「認知症の
方を地域で支えるためには」
d・e市内在住・在勤で、当講座を受講
したことがない方・50人
※受講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。
i往復はがきに、住所・氏名・年齢・
電話番号を明記し、５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
（申込多数の場合、抽選）。
※５人以上集まった場合は、市内どこで
も出張講座をします。
◆高齢者支援課 o（p042－438－4102）

西東京市交通少年団員
　交通少年団では、交通安全教室などい
ろいろな活動を通じて、交通ルールやマ
ナーを身につけ、やさしさと思いやりを
持った交通社会人として育つことを願っ
て、活動を行っています。
※小学１年生からの男女を対象に団員を
募集しています。詳しくはお問い合わせ
ください。
j西東京市交通少年団

（小菅 p042－462－1916）
◆道路管理課 o（p042－438－4055）

援農ボランティア
　一定の農業技術を習得後、援農ボラン
ティアとして、農家の方とともに農産物
の生産を担っていただく方を募集します。
c講義２回、実技10回を予定。
※実技は原則平日実施
d①市内在住で農業に関心がある20歳
以上の健康な方　②７月から11月に実施
する実技を受講し、援農ボランティアの
認定後、援農活動に参加できる方
□募集する農家の栽培種
①野菜、②梨・ブドウ、③花き
e野菜５人、果樹10人、花き５人
※申込多数の場合抽選
g受講料無料（ボランティア損害保険料
1,000円程度は自己負担）
i往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・
電話番号・生年月日・希望する栽培種を
明記し、５月28日㈪までに〒202-8555
市役所産業振興課へ郵送。
※返信はがきにも住所・氏名を記入
※受け入れ農家については、募集終了後
に調整を行います。
◇この事業は市とＪＡ東京みらい保谷支
店、ＪＡ東京あぐり田無支店が実施します。
◆産業振興課 o（p042－438－4044）

第５回パリテまつり実行委員
　男女平等推進センターパリテでは、一
人一人が自分らしく自立し、生き生きと
個性と能力を発揮できる社会を目指して
います。
　住吉会館で行う「第５回パリテまつり」
を一緒に企画運営していただける団体・
グループ、関心のある方の参加をお待ち
しています。
❖実行委員会
a６月９日㈯午前10時～正午
b男女平等推進センターパリテ
i５月31日㈭までに、電話・Eメールで。
◆男女平等推進センター（p042－439－0075・
　mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp）

ごみ・資源物収集日程一覧表の
広告募集

事業者

　市では、毎年９月に発行するごみ・資
源収集日程一覧表に掲載する広告を、企

a５月22日㈫午後２時から
b防災センター６階
c行政報告ほか

e10人
◆教育企画課 o
　（p042－438－4070）

傍　聴 教育委員会

a・b

□配布枚数（７月～平成25年６月分）
可燃・不燃ごみ兼用袋…130枚
プラスチック容器包装類専用袋…50枚
□収集袋の大きさ
１人世帯…小袋（10リットル相当）
２～４人世帯…中袋（20リットル相当）
５人以上の世帯…大袋（40リットル相当）
※持ち帰り用の袋をお持ちください。
※市民税非課税の確認が必要な世帯は、
当日配布できない場合があります。
◆ごみ減量推進課
　（p042－438－4043）

❖身近な危険物
　一般的に「危険物」と言えばガソリン
や灯油・軽油などの燃料類と思われが
ちですが、身近なところでは家庭でも、
接着剤・アロマオイル・防水スプレー・
アウトドアで使用する燃料や消毒用の
アルコールなど、さまざまな用途で利
用されているものがあります。
　このような製品を利用する際、安易に
取り扱ったり廃棄したりする人がいます
が、これが原因となった火災などの事故
が発生しています。事故を防ぐには、危
険物に該当する製品の注意事項をしっか
りと読み、正しい取り扱いをしましょう。

❖セルフ式給油取扱所
　近年、セルフ方式の給油取扱所が増
えています。給油取扱所では、給油が
安全に行われるように危険物取扱者が
十分に監視を行っていますが、給油手
順や給油設備の取り扱いを誤ると思わ
ぬ事故が発生することも考えられます。
　給油方法がわからなかったり、不安
を感じたりしたときは近くの従業員や
給油設備にあるインターホンを利用し
て、正しい給油方法の説明を受けてか
ら給油しましょう。
◆西東京消防署（p042－421－0119）

　第２回市議会定例会は、６月１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、決まり次第市議会 k
に掲載しますので、ご覧ください。
　なお、請願・陳情の提出期限など
については、議会事務局へお問い合
わせください。
◆議会事務局 n
　（p042－460－9861）

市議会定例会

申請受付日 場　所
６月５日㈫～９日㈯ 保谷庁舎別棟
６月12日㈫～16日㈯ 田無庁舎２階
６月19日㈫～20日㈬ 保谷駅前公民館
６月21日㈭～22日㈮ 芝久保公民館
６月26日㈫～27日㈬ 柳沢公民館
６月28日㈭～29日㈮ ひばりが丘公民館
※受付時間は午前９時～午後７時
   （正午～午後１時を除く）

別表
減免対象

（重複する場合は1つのみ対象） 必要なもの

生活保護世帯
印鑑・生活保護担
当者確認印を押し
た申請書

中国残留邦人等の円滑
な帰国の促進及び永住
帰国後の自立の支援に
関する法律に基づく支
給給付の支給が決定さ
れている世帯

印鑑・本人確認証

児童扶養手当受給世帯 印鑑・手当受給証
特別児童扶養手当受
給世帯 印鑑・手当受給証

老齢福祉年金受給世
帯（対象が明治44年以
前に生まれた方）

印鑑・年金受給証

遺族基礎年金受給世
帯（世帯に18歳未満の
扶養者がいる方）

印鑑・年金受給証

身体障害者手帳１級
または２級の所持者
で市民税非課税世帯

印鑑・
身体障害者手帳

精神障害者保健福祉
手帳１級または２級
の所持者で市民税非
課税世帯

印鑑・精神障害者
保健福祉手帳

愛の手帳１度または
２度を所持している
市民税非課税世帯

印鑑・愛の手帳

　別表に記載されている世帯を対象に、減免（指定収集袋の無料配布）の申請受け
付けを行います。同表の「必要なもの」をご持参のうえ、申請してください。
　対象者が窓口に来られない場合は、代理人が委任状と代理人の確認ができるも
のを持参し、申請してください。

　危険物安全週間を機会に、身近な危険物の存在についていま一度確認し、その
正しい取り扱いや保管に努めましょう。

危険物安全週間 ６月３日㈰～９日㈯

廃棄物処理手数料の減免申請
～市の指定収集袋（ごみ袋）を減免対象者に配布します～

■地域密着型サービス等運営委員会
a５月17日㈭午後7時～９時
b防災センター６階
c地域密着型サービス事業者の公
募についてなど

e５人
◆高齢者支援課 o（p042－438－4030）

■健康づくり推進協議会
a５月22日㈫午後7時30分～９時
b防災センター６階
c健康づくり推進プラン策定につ
いてなど

e５人
◆健康課 o（p042－438－4037）

■行財政改革推進委員会
a５月22日㈫午前10時
b田無庁舎3階
c地域経営戦略プランの取り組み
状況についてなど

e５人
◆企画政策課 n（p042－460－9800）

■ごみ減量等推進審議会
a５月24日㈭午後２時
bエコプラザ西東京
c一般廃棄物処理基本計画につい
てなど

e5人
◆ごみ減量推進課
　（p042－438－4043）

■市立中原小学校及び市立ひばりが
丘中学校建替準備検討協議会
a５月25日㈮午後２時
bひばりが丘中学校１階
c中原小学校・ひばりが丘中学校
の建て替えについての現状説明など

e10人
◆教育企画課 o（p042－438－4070）

傍　聴 審議会など

危険物安全標語「危険物  正しく使って  事故防止」
（作者  岡本怜子さん  葛飾区在学）


