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人口と世帯
総人口 19万7,887人
（61減）
平成26年７月１日現在（　）は先月比

●住民登録 （うち外国人住民）
人口／19万7,887人（ 61減） 人口／3,106人
男 ／9万6,900人 （ 47減） 男 ／1,456人
女 ／10万987人 （ 14減） 女 ／1,650人
世帯／9万2,360 （ 7減） 世帯／1,695
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　「はたらく消防の写生会」は、消防の
仕事への関心を高め、防火防災意識の
育成・向上を目的として実施しています。
　市内小・中学校の児童・生徒が描い
た消防隊員・消防団員の活動や消防車
両の写生画などの中から、優秀作品に
選ばれた作品を展示します。
j西東京消防署
（p042－421－0119）
◆危機管理室o
（p042－438－4010）

c「トビウオのぼうやはびょうきです」ほか
d３歳以上（３歳未満は保護者同伴）
※大人だけの参加も可
□共催・公演者　はとぽっぽ
◆保谷駅前図書館
（p042－421－3060）

c①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
d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
e50人（申込順）
i７月28日㈪までに電話で下記へ
※参加者にはサポーターの証しである
オレンジリングを差し上げます。
※５人以上集まれば、市内どこでも出
張講座をします。
◆高齢者支援課o
（p042－438－4102）

イベント NEWS

夏の紙芝居スペシャル
紙芝居でみる戦争ってどんなこと？
７月27日㈰ 
午後２時30分～３時30分
保谷駅前公民館 ※当日、直接会場へ

認知症サポーター養成講座

８月２日㈯ 
午前10時30分～正午（10時15分開場）
住吉会館ルピナス

作品展
はたらく消防の写生会
７月26日㈯ 午前９時～午後５時
 27日㈰ 午前９時～午後４時
きらっと

b福島県下郷町大川ふるさと公園
（会津鉄道ふるさと公園駅から徒歩５分）
cYOSAKOIソーラン大会・花火大
会・地元太鼓演奏など

j下郷町商工観光係
（p0241－69－1144）
◆文化振興課o
（p042－438－4040）

下郷ふるさと祭り
“楽しもごう2014”

a７月26日㈯ 午後２時
 27日㈰ 午前９時30分

第14回西東京市民まつり
出店者募集

a11月8日㈯ 午前10時～午後4時
 9日㈰ 午前9時～午後3時30分

防災ガイド
～日ごろの備え～ 15風水害に備えて!!

集中豪雨は都市型水害！

　台風や豪雨の被害を最小限にとどめるため、気象庁が発表する警報や注意報な
どの情報に注意して、いつも適切な対応ができるようにしましょう。
　下記の表は、気象庁が発表する雨量と降り方についての用語の内容をまとめた
ものです。ニュースの内容を理解する際の参考にしてください。

　地表面がコンクリートなどに覆われている都市部では、大半の雨水は地下に浸
透せず下水道や河川に流れ込み、許容量を超えた水が市街地にあふれて洪水が起
こります。下記を参考に、集中豪雨による風水害に備えましょう。

■雨の強さと降り方（気象庁による）
1時間雨量（㎜） 予報用語 人の受けるイメージ
10以上～20未満 やや強い雨 ザーザーと降る
20以上～30未満 強い雨 どしゃ降り
30以上～50未満 激しい雨 バケツをひっくり返したように降る
50以上～80未満 非常に激しい雨 滝のように降る（ゴーゴーと降り続く）
80以上 猛烈な雨 息苦しくなるような圧迫感がある。恐怖を感ずる。

◆危機管理室o（p042－438－4010）

資源物の実験持込回収

a8月3日㈰午前9時ごろ～正午
bエコプラザ西東京
※環境保護のため徒歩・自転車でお越し
ください。
※当日、地元産の野菜・古本の販売、茶
わんのリサイクル、猫の里親探し・譲渡
会があります。
◆ごみ減量推進課（p042－438－4043）

りさいくる市会場で、次の資源品を無料
で回収します。受付までご持参ください。

小型家電
一辺30㎝以内で電気・電
池で動くもの。ただし、
粗大ごみ・パソコン・テ
レビは回収できません。

プラスチック
製品

バケツ・ポリタンク・プラ
ンター・カゴ・ごみ箱など

陶磁器食器
※ごみ資源化
市民会議主催

茶わん・皿・小鉢・湯飲み
（ガラス・花瓶・土鍋・自
作品は回収できません）

資源物の実験持込回収
りさいくる市会場で、次の資源品を無料

りさいくる市

　認定されたメニューをたくさんの方に
楽しんでいただくため、食べ歩きマップ
を作成しました。
　マップ掲載のめぐみちゃんメニューを
食べてアンケートにお答えください。抽
選で30人に「めぐみちゃん農産物セッ
ト」をプレゼントします。
□食べ歩きマップ配布場所
産業振興課（保谷庁舎
３階）・両庁舎総合案内・
公民館・JA東京みら
い（保谷・田無各支店）・
西東京商工会（保谷・
田無各事務所）など

bJA東京みらい田無支店
　 （田無町５－10－１）
cめぐみちゃんメニュー参加農業者お
よび認定提供店による、市内産農産物と
提供メニューなどの即売（出店者・品目は、
収穫状況などにより決定）
jめぐみちゃんメニュー事務局（委託事
業者：㈱マインドシェア・p03－6823
－1234　※月・水・金曜日午前10時～
午後５時・khttp://farm-nishitokyo-
city.jp）
◆産業振興課o
（p042－438－4044）

a７月19日㈯～８月31日㈰ a７月27日㈰ 午前11時～午後３時

農業振興と地域経済の活性化を促進するため、昨年度からスタートした
「めぐみちゃんメニュー事業」を身近に感じてもらうためのイベントです。

たっぷり畑の恵み！めぐみちゃんメニューフェスタ

今年もやります！食べ歩きキャンペーン できたてとれたて！西東京マルシェ

　市のシンボルである市章。広報西東京においても、表紙と最終面に毎号掲載
しています。この市章は、1,578点の公募作品の中から選ばれ、西東京市誕生
１周年にあたる平成14年１月21日に制定されました。市民一人ひとりを優し
く包み込み、市の未来へ突き進む先進性、創造性を躍動感いっぱいに表現して
おり、市の特性を生かしたまちづくりを推進する願いが込められています。そ
して、豊かな自然を表現するため緑色をしています。
　ところが、ある場所では青色の市章を見ることができます。

市内の情報をお届けします
大好きです

西東京 まちを楽しむ編

青色の市章を見たことがありますか？

　外出中に見か
けても、気に留め
ず通り過ぎてしま
いがちですが、実
は青色の市章は
かなり珍しく、市
内を探しても容

易に見つけることはできません。
　これは一体どこで見ることができる
のでしょうか？

　これは、市の境界を案内する標識で
す。道路標識は定められた色を使用す
るため、青色の市章が誕生しました。
　ただし、市境ならどこでも見られるわ
けではありません…ぜひ、青色の市章
を探してみてくださいね。
◆秘書広報課n（p042－460－9804）

答えは
こちら ➡

市章が青色？

b西東京いこいの森公園
cまつり会場での模擬店（飲食物・
物品販売、展示、相談、PRなど）
d市内在住者、公益的市民団体、
市内商工業者、公共的な団体など（出
店要領は市kからダウンロード可）
g１万2,000円～２万円（出店料）
※２間×1.5間のテント１張・机２
台・椅子４脚の１セット分
i８月11日㈪（必着）までに、はがき
に「市民まつり出店申し込み」・出店
団体（者）名・代表者名・住所・電話
番号・出店内容・希望出店日（両日
またはどちらかの日）・希望テント数
（１団体２張まで）を明記し、〒202－
8555市役所文化振興課内「市民まつ
り実行委員会事務局」へ（申込多数の
場合は、テント数の削減など実行委
員会の選考により決定）
※詳細は、後日開催する「市民まつり
出店説明会」でお知らせします。
※野外演芸などの参加者募集は市報
８月１日号でお知らせする予定です。
j市民まつり実行委員会（文化振興課内）
◆文化振興課o（p042－438－4040）

■風水害についての注意
□側溝や雨水ますの清掃
　道路沿いの「側溝」や「雨水ます」の上に
物を置かないでください。側溝や雨水ますが
詰まると、道路冠水や
浸水の原因になります。
日頃からの清掃にご
協力をお願いします。

□地下施設の浸水対策
　浸水する危険がある地下室や地下駐車場な
どには、土のう・止水板・
排水設備（ポンプ）などを
整備し、日頃から点検を
心掛けましょう。

□地下施設の浸水に注意！
　冠水すると、水が一気に地下施設へ流れ込
んだり、水圧でドアが開かなくなることがあ
ります。また、地下では屋外の状況がわから
ないので、注意しましょう。

□マンホールに注意！
　降雨量が多くなるとマンホールのふたが外
れることがあります。また、道路に溜まった
雨水を、マンホールや側溝のふたを開けて流
すことは、非常に危険です。

□家屋の破損箇所
　屋根瓦やアンテナなどが破損しているとき
や、落下の危険があるときは、除去や補修を
行いましょう。

□電線の断線
　断線している電線を発見したときには、子
どもが近づかないように注意をし、すぐに電
力会社へ通報してください。

土のう
板など

浸水の原因になります。 雨水ます
雨水ます

車乗り入れブロック


