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市民文化祭一般参加者（箏
そう

曲の部）

募　集

　市民文化祭の箏曲の部では、一般の方
の参加による演奏などを企画しました。
琴などは用意しますので、お気軽にご参
加ください（初心者可）。
□講習　10月19日㈮・20日㈯（時間未
定）・保谷こもれびホール
□発表　10月21日㈰・保谷こもれび
ホール
□演奏曲　「さくら」「マルマルモリモリ」ほか
i10月10日㈬までに下記へ。
j市民文化祭箏曲の部
（鈴木p042－462－8241）
◆文化振興課o
（p042－438－4040）

男女平等推進センター
パリテまつりの出店・展示
　第５回パリテまつり実行委員会では、
展示コーナー・喫茶コーナーに参加する
団体や個人を募集します。
❖第５回パリテまつり
□展示コーナー　団体などの活動紹介や
作品などの発表の場です。
a平成25年１月27日㈰～２月８日㈮
□出店コーナー　喫茶や物品販売などの
出店ができます。
a平成25年２月２日㈯・３日㈰
bいずれも住吉会館
d男女平等推進にご協力いただける個
人や団体
i９月18日㈫午前９時～10月１日㈪午
後５時に、電話で下記へ（申込多数の場
合は抽選）。
❖説明会
a10月27日㈯午前10時から

b住吉会館
□共催　第５回西東京市男女平等推進セ
ンターパリテまつり実行委員会
◆男女平等推進センターパリテ
（p042－439－0075）

図書館６期生音訳者養成講座
（初級）説明会・選考試験
　本を読むことに支障がある方への音訳
奉仕者養成講座の説明会を開催します。
併せて、選考試験も行います。
a10月３日㈬午前10時～正午
b谷戸公民館
d次の要件をすべて満たす方
①市内在住の方　
②事前説明会に参加できる方　
③年間スケジュールに沿って、作業時間
が十分に確保でき、かつ長期継続して活
動が可能な方　
④パソコン操作が可能な方
※養成講座は、11月上旬～平成25年２
月上旬の金曜日午後実施の予定（全12回）。
i９月20日㈭～30日㈰の開館時間中に、
電話で下記へ。
◆谷戸図書館
（p042－421－4545）

高齢者配食サービス事業
委託事業者を募集

事業者

　市では、高齢者に安定した食事を提供
することを通じて、ひとり暮らし高齢者
および高齢者世帯の孤独感の解消、健康
の保持、安否の確認などを行っています。
　良質なサービスを提供するため、提案
書に基づく選定方式により、事業者の選
定を行います。募集に当たり、説明会を
開催しますのでご参加ください。
□参加資格　市内の事業所で飲食店営業
許可のある給食事業者および社会福祉法
人、特定非営利活動法人（NPO法人）で
市全域に配食が可能な事業者。
❖説明会
a10月５日㈮午後２時30分から

b保谷庁舎１階
※募集要領および参加申込書は、９月
18日㈫から高齢者支援課（保谷保健福祉
総合センター１階・田無庁舎１階）で配

布します。
◆高齢者支援課o
（p042－438－4028）

指定収集袋（ごみ袋）に掲載する
広告を募集
　市では、市民が家庭ごみの排出に使用
する指定収集袋（ごみ袋）に掲載する広告
を、企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。
□募集内容
掲載対象 可燃・不燃ごみ兼用袋
掲載位置 指定収集袋の表面下部に1色で

印刷
掲載枠
および
掲載料

中袋（20ℓ）：
縦130㎜×横120㎜…７万円
大袋（40ℓ）：
縦180㎜×横170㎜…10万円
※各袋とも１枚につき２枠の広
告を掲載

掲載枚数 各袋とも50万枚（販売完了した
時点で掲載終了）

掲載時期 12月（予定）

□広告掲載イメージ

広
告

広
告

指定収集袋（ごみ袋）

i９月18日㈫～10月３日㈬に、①広告
掲載申込書　②会社概要など会社の業種
が分かる書類　③広告案を、ごみ減量推
進課（エコプラザ西東京内）へ直接持参。
※詳しくは、市k（事業者向け情報）をご
覧になるか、または下記へお問い合わせ
ください。
◆ごみ減量推進課（p042－438－4043）

ごみの出し方 ワ ン ポ イ ン ト

　市では、金属類は不燃ごみではなく、
資源ごみとして分別収集したのち専門
業者に売却しています（平成23年度の
金属類の収集量は約256t）。
❖分別資源化にご協力をお願いします。
◇金属類は戸別収集ではありません。
資源物集積所の「かご」に入れてください。
◇金属類に出せるのは、鍋・フライパ
ン・金属製ボトル・金属製ハンガー・
コード類・鉄アレイ・傘（布やビニール
をはがしていただくと助かります）・園
芸用支柱・オーブントースター・カセッ
トコンロなど、おおむね金属でできて
いる小型の家電製品や生活用品です。
◇金属が付いていても、木やプラス
チックが大半を占めている物（木製・
プラスチックハンガーなど）は不燃ごみ
です。
◇ベビーカーや大型の家電製品（電子
レンジ・ビデオデッキなど）は粗大ごみ
です。「収集日程」の金属類の出し方を
参照してお出しください。

　レジ袋の大半はそのまま捨てられま
す。マイバッグの利用は、ごみの削減
につながるほか、使い捨てを見直し、
環境にやさしい生活様式へのきっかけ
となります。
　市内大型スーパー店での調査では、
50％以上の方がマイバッグを持参し
レジ袋を断っています。コンビニエン
スストアや個人商店での買い物でも、
レジ袋を「もらわない」マイバッグ運動
にご協力をお願いします。
◆ごみ減量推進課
（p042－438－4043）

a９月18日㈫午後２時から

b保谷庁舎４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

■地域交通会議
a10月３日㈬午前９時30分～11時
b保谷庁舎別棟
cはなバス料金改定について
e５人
◆都市計画課o
（p042－438－4050）

傍　聴 審議会など

　市では、各種手続きや公共施設
案内などの行政情報を掲載した
「西東京市暮らしの便利帳」の発行
を、平成25年３月に予定してい
ます。この冊子は官民協働事業と
して㈱サイネックスと協働発行し、
２年間の保存版として市内の全世
帯に配布します。
　10月から広告の募集のため、
同社の担当者が市章の入った名刺
を持参し、商店や事業所に伺いま
すのでご協力をお願いします。
　広告掲載を希望する方は、下記
へ直接ご連絡ください。
j㈱サイネックス
（p042－548－1556）
□注意　広告料の先払い要求など
は絶対にありません。詐欺行為に
ご注意ください。
◆秘書広報課n
（p042－460－9804）

　市内の道路、公園などに散乱してい
るごみの回収を、西東京市高齢者クラ
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（可燃ごみ・不燃ごみ・空
き缶・空き瓶・ペットボトル）を拾い
集め、午前10時までに臨時集積所に

持ち込んでください。
　団体・個人の参加も歓迎ですので、
環境美化の推進にご理解とご協力をお
願いします。
a９月29日㈯午前８時30分～10時
（雨天決行）
b下表の臨時集積所
◆ごみ減量推進課
（p042－438－4043）

ごみの回収を、西東京市高齢者クラ
連合会主催 シルバー人材センター

　団体・個人の参加も歓迎ですので、
環境美化の推進にご理解とご協力をお

市
ご
市内の道路、公園などに散乱してい
ごみの回収を 西東京市高齢者クラ

持ち込んでください。
団体 個人の参加も歓迎ですので

環境美化一斉清掃にご協力を

１ 谷戸イチョウ公園（谷戸町２－12）
２ 谷戸第二地区会館（谷戸町３－13）
３ 谷戸地区会館（谷戸町１－９）

４ 緑町三丁目都営アパート集会所
（緑町３－８）

５ 田無町七丁目都営アパート公園（田無町７－５）
６ 芝久保地区会館（芝久保町３－15）

７ 田無駅北口第一自転車駐車場西側出
口前（田無町４－５）

８ 南町六丁目小林宅（南町６－９）

９ 田無庁舎中庭（エスカレーター寄り）
（南町５－６）

10 南町第一児童遊園（南町２－２）
11 向台公園東側入口（向台町２－５）
12 北町緑地保全地域（北町５－５）

13 ひばりが丘北わんぱく公園（ひばりが丘北２－２）
14 あらやしき公園（下保谷４－８）
15 武道場（東町２－４）

16 住吉会館「ルピナス」（住吉町６－15）
17 保谷庁舎正面入口（中町１－５）
18 中町児童館（中町４－４）
19 第２えのき児童遊園（保谷町５－２）
20 富士町福祉会館（富士町６－６）
21 千駄山広場（東伏見１－４）
22 むくのき公園（柳沢２－３）
23 新町福祉会館（新町５－２）

24 東伏見コミュニティセンター（東伏見５－10）

□臨時集積所

　市では、各種手続きや公共施設
案内などの行政情報を掲載した
「西東京市暮らしの便利帳

市では 各種手続きや公共施設

「暮らしの便利帳」
に

広告を掲載しません
か

金属類の出し方 レジ袋の削減にご協力を


