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平成26年６月15日号

防災行政無線自動電話応答サービス（p042－438－4103）　防災無線で放送した防災・災害などの内容を電話で確認できます。　◆危機管理室

夏の団体開放プール
　団体の皆さんに、けやき小学校の
プールを無料開放します。
※今年度から市民一般向けプールの開
放はありません。
a７月26日㈯・27日㈰・８月２日㈯・
３日㈰
※午前の部：10時～正午
　午後の部：１時30分～３時30分
bけやき小学校
d子ども会・自治会などの10人以上
で構成された、次の条件に全て当ては
まる団体
①利用上の責任は各団体が持つ
②プール監視員を各団体の責任で５人
以上配置する
③教育委員会派遣のプール総括責任者
の指示に従う
i６月27日㈮までに直接、社会教育
課（保谷庁舎３階）へ

◆社会教育課o
　（p042－438－4079）

利用条件

　市では、姉妹都市・友好都市との交
流を深めてもらえるよう、それぞれの
宿泊施設と契約しています。契約施設
に宿泊の際は、宿泊料金の一部を助成
します。

❖助成金額（１泊につき）
□旅館
大人（13歳以上）…1,500円
小人（３歳以上13歳未満）…1,200円
□民宿・その他
大人（13歳以上）…1,200円
小人（３歳以上13歳未満）…1,000円
❖利用方法
①契約宿泊施設一覧より、直接ご希望
の宿泊施設に連絡し、予約申込をして
ください。
※一覧は文化振興課（保谷庁舎３階）、
両庁舎ロビー（田無庁舎２階、保谷庁
舎１階）、各出張所、市kにあります。
※北杜市については、北杜市須玉町に
ある宿泊施設でのみご利用できます。

②予約後、文化振興課で契約保養施設
利用券を申請してください（電話での
申請は不可）。
※身分証明書など本人確認ができるも
のをお持ちください（印鑑不要）。
③申請内容を確認後、利用券を発行し
ます。宿泊当日に、その利用券を宿泊
施設にご提出ください。
※この制度を利用できる方は、ご家族
やグループなどで宿泊される場合も、
市内在住者（住民基本台帳に記録され
ている方）に限られます。
※利用限度…１年間１人２泊まで

　詳細は、お問い合わせください。
j下郷町商工観光係
　（p0241－69－1144）
　北杜市観光協会
　（p0551－47－4747）
　勝浦市観光商工課
　（p0470－73－6641）
◆文化振興課o
（p042－438－4040）

姉妹都市・友好都市に泊まろう！
□イベントスケジュール　※詳細は各都市へお問い合わせください。

姉妹都市…福島県南
会津郡下郷町

友好都市…山梨県北
杜市

　　　　　千葉県勝
浦市

路上喫煙・ポイ捨てはやめましょう!!
　路上喫煙は、他人に不快感を与える
だけでなく、やけどを負わせる危険が
あります。また、たばこの吸い殻やご
みのポイ捨てはまちの美観を損ねます。
　そのため市では、「まちの美化と安
全を推進する事業」として現在、田無・
保谷・西武柳沢・東伏見駅の周辺を「路
上喫煙(ポイ捨て)防止地区」に指定し、
マナーアップキャンペーンなどを行っ
ています。
　防止地区内に限らず、路上喫煙やポ
イ捨てはやめましょう（未成年者の喫
煙は禁じられています）。市民の皆さ
んのご理解とご協力をお願いします。
◆ごみ減量推進課
　（p042－438－4043)

❖路上喫煙(ポイ捨て)防止キャン
ペーン
　安全で安心に気持ちよく過ごせる
きれいなまちづくりに向けて、市内
の５駅で年５回マナーアップ周知
キャンペーンなどを行っています。

東伏見駅周辺………… ７月10日㈭
ひばりヶ丘駅周辺…… 10月16日㈭
保谷駅周辺…………… 11月20日㈭
田無駅周辺… 平成27年３月19日㈭
※西武柳沢駅周辺は、６月12日に
行いました。

今後の予定（雨天延期）

光化学スモッグに注意しましょう

　日差しが強く風の弱い日は、光化学
スモッグが発生しやすくなります。
　光化学スモッグ注意報などが発令され
ると、防災無線とFM西東京（84.2MHz）
でお知らせし、公共施設でも看板を掲
示して注意を促しています。
❖注意報等発令時の対処法
◇なるべく外に出ないようにして、屋外
での運動などは避けましょう。
◇目がチカチカしたり喉が痛くなった時
は、洗顔やうがいをして屋内で安静に
しましょう。

◇被害を受けた時は保健所（p042－
450－3111）に相談しましょう。
❖光化学スモッグに関する詳しい情報
東京都環境局大気汚染テレホンサービ
ス（p03－5320－7800）
khttp://www.ox.kankyo.metro.
tokyo.jp（市kからもアクセス可）
※環境局kから、画面の指示に従って
メールアドレスを登録すると、最新の
光化学スモッグ注意報などをメールで
受け取ることができます。
◆環境保全課（p042－438－4042）

開 催 日 行 事 名 都市 場　所
７月２日㈬ 大内宿半夏まつり 下郷町 大内宿
７月19日㈯～８月24日㈰ 海水浴場開設 勝浦市 ６海水浴場
７月20日㈰ 三倉山山開き 下郷町 三倉山
７月26日㈯ 鵜原大名行列 勝浦市 鵜原

７月26日㈯・27日㈰ 下郷ふるさと祭り
“楽しもごう2014” 下郷町 大川ふるさと

公園

７月31日㈭ 増富温泉湯まつり 北杜市
須玉町

増富ラジウム
温泉峡

８月12日㈫（予定） かつうら若潮まつり花火大会 勝浦市 勝浦漁港
８月13日㈬ 興津湾灯籠流し 勝浦市 興津海水浴場
９月12日㈮～15日㈷ 勝浦大漁まつり 勝浦市 市営駐車場ほか

９月20日㈯～10月５日㈰ 増富ラジウム温泉博覧会 北杜市
須玉町

増富ラジウム
温泉峡

10月19日㈰ 須玉甲斐源氏祭り 北杜市
須玉町 須玉ふれあい館

11月１日㈯ かつうら魅力市 勝浦市 市営駐車場

11月２日㈰・３日㈷ もみじ祭り 北杜市
須玉町 増富

平成27年２月14日㈯・15日㈰ 大内宿雪まつり 下郷町 大内宿
平成27年２月ごろ なかやま「雪月火」 下郷町 中山花の郷公園
平成27年２月20日㈮
～３月３日㈫ かつうらビッグひな祭り 勝浦市 市内各地

平成27年２月21日㈯・22日㈰ 湯野上温泉火祭り 下郷町 湯野上

①自転車は所定の場所に止める
②車での来校は禁止
③飲食物を持ち込まない
④化粧品（日焼け止めなどを含む）
は落として泳ぐ
⑤必ず水着・水泳帽を着用する
※水着を着用してない方は、プー
ル施設内に入場できません。
⑥ビーチボールは使用不可（浮き
輪、腕輪のみ使用可）
⑦貴金属類は外して泳ぐ
⑧監視員の指示に従う
※水温などにより、急きょ中止す
る場合があります。

微小粒子状物質（PM2.5）測定結果 （６月８日現在）

※市kでは、リアルタイムで測定結果をご覧いただけるサイトを紹介しています。
◆環境保全課（p042－438－4042）

測定日
測定場所

6月
2日㈪

6月
3日㈫

6月
4日㈬

6月
5日㈭

6月
6日㈮

6月
7日㈯

6月
8日㈰

田無町局
（西東京市民会館） 46.4 46.8 42.3 11.1 4.0 5.2 4.4

下保谷局
（保谷第一小学校） 36.6 38.8 35.4 8.5 2.2 3.5 3.1

　東京都は、市内２カ所で一般測定局のモニタリング測定をしています。
□１日の平均値（単位：マイクログラム（１㎥当たり））

市内の空間放射線量測定結果 （６月６日現在）
　市内６箇所（市測定５箇所と武蔵野大学協力測定１箇所の合計）における放射
線量の測定結果をお知らせします。南西部：田無市民公園は、雨のため測定で
きませんでした。

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   6月  2日㈪ 0.053 0.060
東部 なかまち保育園 中町   6月  3日㈫ 0.040 0.044
中央部 田無第二中学校 北原町   6月  4日㈬ 0.049 0.050
西部 田無第三中学校 西原町   6月  5日㈭ 0.043 0.039
南西部 田無市民公園 向台町   6月  6日㈮ 雨のため測定なし
南部 武蔵野大学（協力） 新町   6月  4日㈬ 0.028 0.024

※次回は、７月15日号に掲載します。最新の情報は市kでご覧ください。




