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「いこいーな」
ⓒシンエイ／西東京市

　車のライトなどが当たると光を反射
する反射材により、夜間など暗がりで
も車の運転者が反射材を着けている人
を遠くから発見することができます。
　反射材用品は腕や足など動く部分に
着けると、より車の運転者に自分の存
在をアピールできます。

　児童・幼児を自転車に乗車させると
きは、保護者が乗車用ヘルメットをか
ぶらせるようにしましょう。

　自動車に乗るときは、年齢にかかわらず
シートベルトの着用が法律で義務付けられ
ています。しかし身長の低い子どもはシートベルトを正しく着用することが
できないため、代わりにチャイルドシートの使用が推奨されています（６歳
未満の幼児は、法律により使用義務付け）。

　近年、薬物乱用による交通事故が増加しています。飲酒はもとより薬物運
転も、死亡などの重大な事故を招きます。これを受けて酒や薬物などの影響
で交通事故を起こした場合の罰則が強化され、危険運転致死傷罪が適用され
ることになりました。
　薬物は軽い気持ちで始めたとしても、気付いた時には体も心もボロボロに
なり、人生を台無しにしてしまいます。酒も「これぐらいなら大丈夫」と思っ
ていても、自分が思っている以上に判断力は低下しています。
　薬物には手を出さない、酒を飲んだら乗らないという強い意志を持ちましょう。

　すれ違い時の衝突事故を防ぐため、自
転車が通行できる路側帯（※）は、道路の
左側部分に設けられた路側帯のみになり
ました（右図参照）。

交通ルールを守って、安全なまちへ
　平成25年1年間に市内で発生した交通事故は513件で、そのうち自転車事故は244件と約
半数を占めています。特に事故の多い自転車は、近年行われた道路交通法の改正により大幅
に交通ルールが変わりました。
　市では、自転車教室・交通安全講習会などを開催し、交通弱者である子どもや高齢者の交
通安全対策および市民の意識啓発など、安全なまちづくりを進めています。
　まもなく秋の全国交通安全運動が始まります。これを機に自転車も自動車も歩行者も、い
ま一度交通ルールや安全対策を見直しましょう。 ◆道路管理課o（p042－438－4055）

車道の左側を走りましょう
路側帯も左側通行

違法駐輪は、
歩行者にも
危険です

同乗者のシートベルト・
チャイルドシートの
着用を

飲酒・薬物運転は
絶対にやめましょう

夜間は反射グッズを身に付けて

子どもには必ず
ヘルメット着用を

　放置自転車は、歩道をふさぎ、歩行者・車
椅子・ベビーカーの通行の妨げになります。
また、目の不自由な方の歩行案内である点字
ブロックの上に止める行為は非常に危険で
す。自転車は駐輪場や決められた場所に置き
ましょう。
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改正により通行禁止に！

自動車

自動車

自転車

　傘差しおよび携帯電話の通話・操作
などによる片手での不安定な運転や、
ヘッドフォンの使用など運転中に周囲
への注意がおろそかになるような行為
をしてはいけません。

ヘッドフォンや
携帯電話のながら運転は
禁止です自転車

自転車 自転車

歩行者

　この運動をきっかけに市民一人一人が交通安全
に関心を持ち、交通ルールの順守と正しい交通マ
ナーを実践するほか、地域における道路環境の改
善に向けた取り組みに参加するなど、皆さんの力
で悲惨な交通事故を防止していきましょう。

　高齢者の交通事故防止を目的として
交通安全教室・イベントを開催します。
※年齢を問わずご参加になれます。
a９月26日㈮午後１時
b西東京市民会館　
※当日、直接会場へ
j田無警察署（p042－467－0110）

交通安全のつどい

※路側帯… 歩行者の通行のため、歩道のない道路の
路端寄りに設けられた帯状の部分のこと

す。自転車は駐輪場や決められた場所に置き
ましょう。

携帯電話のながら運転は携帯電話のながら運転は

罰則　 ３カ月以下の懲役または
５万円以下の罰金 罰則　 5万円以下の罰金

衝突

秋の全国交通安全運動
─９月21日㈰～30日㈫─

お互いがお互いが
見える範囲見える範囲右側通行では直前まで

車から見えず危険です。
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平成26年９月15日号

市民課土曜日窓口

届け出・税

　住民票や印鑑証明書の交付のほか、転
出・転入手続きなどもできるサタデー
サービスを行っています。週によって庁
舎が入れ替わりますのでご注意ください。
※内容によっては取り扱いできないもの
もありますので、事前にお問い合わせく
ださい。
a・b第１・３・５土曜日…保谷庁舎
第２・４土曜日…田無庁舎
いずれも午前９時～午後０時30分
◆市民課n（p042－460－9820）
　　　　o（p042－438－4020）

特別永住者証明書への切り替えは
お早めに
　平成24年７月９日からの制度変更に
伴い、「外国人登録証明書」が廃止され、
「特別永住者証明書」が交付されることに
なりました。
　対象となる方は、平成27年７月８日
までに、特別永住者証明書への切り替え
手続きが必要です。
　期限直前および平成27年３～４月は、
窓口の混雑が予想されますので、お早め
にご申請ください。なお、切り替え手続
きには２～３週間程度かかります。
□申請期限
平成27年７月８日まで

b市民課（田無庁舎２階）

d次の全てに該当する方
①現在、みなし特別永住者証明書（旧外
国人登録証明書）を持っている方
②そのカードに記載されている次回確認
（切替）申請期間が、2015年７月８日以
前の方
③市内在住の特別永住者の方
h①みなし特別永住者証明書（旧外国人
登録証明書）
※申請の際、紛失・盗難・滅失などによ
り持参できない場合は、警察署で発行さ
れる遺失届受理番号のお知らせ・遺失（盗
難）届証明書、消防署で発行されるり災
証明書などの資料をお持ちください。
②顔写真１枚（縦４㎝×横３㎝、直近３
カ月以内に撮影した無帽正面向き）
③旅券（有効期限内のものをお持ちの方
は、必ず持参してください）
　新しい特別永住者制度については、法
務省入国管理局k（http://www.immi-
moj.go.jp/newimmiact_2/）をご覧く
ださい。
◆市民課n（p042－460－9820）

国民年金第３号被保険者から
第１号被保険者への変更手続きを
忘れずに
　65歳未満の第２号被保険者（厚生年金
保険や共済組合に加入している方）に扶
養されている20歳以上60歳未満の配偶
者は、第３号被保険者として国民年金に
加入することになります。加入手続きは
配偶者の勤務先で行ってください。
　保険料は、第２号被保険者の加入して
いる年金制度が負担しますので、自分で
納める必要はありません。
　本人（第３号被保険者）の住所が変わっ
たときは、配偶者の勤務先への届け出が
必要です。
　配偶者である第２号被保険者が会社を
退職したときや65歳になったとき、扶
養から除かれたときは、第３号被保険者
から第１号被保険者への変更手続きを市
役所で行う必要があります。
□申請場所　保険年金課（田無庁舎２階）・
市民課（保谷庁舎１階）・各出張所
◆保険年金課n（p042－460－9825）

障害者サポーター養成講座

募集

　障害のある人が困っているときに、
ちょっとした手助けをする障害者サポー
ターの養成講座を実施します。参加者に
はサポーターの証しであるサポートバン
ダナ、サポートキーホルダーを差し上げ
ます。
a・b①10月15日㈬午前10時・保谷庁
舎４階　②平成27年２月14日㈯午前11
時・障害者総合支援センターフレンドリー
c「ヘルプカードとは」「ヘルプカードの
紹介DVD上映」　※各回共通
d市内在住・在勤・在学の方
i各回前日までに電話で下記へ
◆障害福祉課o（p042－438－4033）

介護職員初任者研修（通学）

　我が国の高齢化が進行する中、在宅福
祉を充実させるうえで重要な担い手とな
る、市内で働く介護職員の養成研修を実
施します。
a10月27日㈪～12月24日㈬
※詳細は、９月16日㈫から高齢者支援
課窓口で配布する日程表をご覧ください。
b高齢者センターきらら
c講義・演習
※修了には130時間の受講が必要です。
d市内在住・在勤で、次の①～③のい
ずれかに該当する方
①既に介護職員として働いている方　
②介護職員として働くことが確定してい
る方　
③介護職員として働くことを希望する方
e24人（申込多数の場合は抽選）
g研修受講者自己負担金５万7,000円、
テキスト代5,500円
i９月16日㈫～30日㈫に、本人確認書
類（運転免許証・パスポート・健康保険
証など）を持参のうえ、高齢者支援課窓口
（保谷保健福祉総合センター１階・田無
庁舎１階）へ
※受講決定者には、郵送でお知らせします。
◆高齢者支援課o
（p042－438－4028）

市 連からの 絡 帳

臨時福祉給付金・
子育て世帯臨時特例給付金の
申請はお済みですか
　お早めにご申請ください。申請期限
は12月26日㈮までです。
b臨時給付金担当窓口（田無庁舎２階）
◆臨時給付金担当n
（p0570－666－635）

乳幼児・義務教育就学児医療費助
成制度～医療証をお送りします～

福祉・子育て

　現在乳・子医療証をお持ちで、現況届
が省略となった方または現況届を提出済
みの方には、10月から有効の医療証を
９月下旬にお送りします。
　申請や現況届が必要な方には、既に書
類などを送付していますが、まだ提出し
ていない方はお早めに提出してください。
　乳・子医療証をお持ちでない方は、医療
証交付申請書を提出してください。医療費
助成を受けるためには申請が必要です。
◆子育て支援課n
（p042－460－9840）

保護者助成金の支給

□申請期間　９月17日㈬～25日㈭
□対象　市内在住で次の全てに該当する
保護者
①認可外保育施設で東京都の認証を受け
ている市内外の認証保育所、区市町村と
委託契約を結んで東京都から補助金を受
けている市内外の定期的利用保育事業、
家庭的保育事業施設（保育ママ）、小規模
保育事業に児童が入所している
②保育料を完納している
③月極で保育を利用する契約を締結して
いる
□助成金額　
子ども１人につき月額8,000円
□申請方法　①市内の認可外保育施設に
預けている方（既に退園した方も含む）…
施設を通じて配布される申請書に必要事
項を記入後、各施設に提出してください。
②市外の認可外保育施設に預けている方
…直接ご自宅に申請書を郵送しますので
必要事項を記入し、各施設で証明を受け
保育課（田無庁舎１階）に持参または郵送
してください。
※都外の託児施設・ベビーホテル・企業
内保育所などは対象外
◆保育課n（p042－460－9842）

❖住宅耐震工事
　昭和57年１月１日以前から市内にあ
る住宅に耐震改修工事を行い、次の要件
を満たしている場合、改修工事が完了し
た年の翌年度分の当該家屋に係る固定資
産税を、住宅面積の120㎡まで２分の１
減額します（都市計画税は含まれません）。
□減額を受けられる要件
①改修工事後３カ月以内に資産税課（田
無庁舎４階）へ申告する
②平成25年４月１日以降に工事契約を
し、改修工事をした場合、改修費用が
50万円超である
□減額される期間
平成25年１月１日～平成27年12月31日
に改修完了した場合、翌年度から１年間
□必要書類
①耐震基準適合住宅に係る固定資産税の
減額適用申告書
②固定資産税減額証明書
③耐震改修工事に要した費用の領収書の
写し
❖住宅のバリアフリー改修
　平成19年１月１日以前から市内にあ

る家屋にバリアフリー改修工事を行い、
次の要件を満たしている場合、改修工事
が完了した年の翌年度分の当該家屋に係
る固定資産税を、住宅面積の100㎡まで
３分の１減額します（都市計画税は含ま
れません）。
□減額を受けられる要件
①65歳以上の方または要介護・要支援
の認定を受けている方、障害のある方が
居住する家屋である（賃貸住宅を除く）
②平成19年４月１日～平成28年３月31
日に一定のバリアフリー改修工事を行う
③改修工事後３カ月以内に資産税課（田
無庁舎４階）へ申告する
④平成25年４月１日以降に工事契約をし
改修工事をした場合、改修費用が50万円
超である（補助金などを除く自己負担額）
⑤現在、新築住宅軽減および耐震改修に
伴う減額を受けていない家屋である
□必要書類
①住宅のバリアフリー改修に伴う固定資
産税の減額適用申告書
②改修工事の内容などを確認できる書類
（工事明細書・現場の写真など）およびバ

リアフリー改修工事に要した費用の領収
書の写し
③納税義務者の住民票の写し
④改修住宅の居住者により、次のいずれ
かの書類
⑴居住者が65歳以上の場合は、その方
の住民票の写し　⑵居住者が要介護また
は要支援の場合は、その方の介護保険被
保険者証の写し　⑶居住者に障害がある
場合は、その方の障害者手帳の写し
⑤補助金などの交付を受けた場合は、交
付を受けたことが確認できる書類
◇一定のバリアフリー改修工事とは
　廊下の拡幅・階段の勾配の緩和・浴室
改良・便所改良・手すりの設置・屋内の
段差の解消・引き戸への取り替え工事・
床表面の滑り止め化
❖省エネ改修
　平成20年１月１日以前から市内にあ
る住宅（賃貸住宅を除く）に省エネ改修工
事を行い、次の要件を満たしている場合、
改修工事が完了した年の翌年度分におけ
る当該家屋に係る固定資産税を、住宅面
積の120㎡まで３分の１減額します（都

市計画税は含まれません）。
□減額を受けられる要件
①平成20年４月１日～平成28年３月31
日に一定の省エネ改修工事（熱損失防止
改修）を行う
②改修工事後３カ月以内に資産税課（田
無庁舎４階）へ申告する
③平成25年４月１日以降に工事契約を
し改修工事をした場合、改修費用が50
万円超である
④現在、新築住宅軽減および耐震改修に
伴う減額を受けていない家屋である
□必要書類
①住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産
税の減額適用申告書
②熱損失防止改修工事証明書
③熱損失防止改修工事に要した費用の領
収書の写し
④納税義務者の住民票の写し
◇一定の熱損失防止改修工事とは
　窓・床・天井・壁の断熱性を高める改
修工事であること（外気などと接するも
ので、窓の改修を含めた工事であること
が必須）

固定資産税の減額 ◆資産税課n（p042－460－9830）
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10月～翌９月の「西東京市ごみ・資源物収集カレンダー」を市報９月15日号と一緒に配布していますので、ご覧ください。　◆ごみ減量推進課

雨水浸透施設の助成制度を
ご利用ください

くらし

　集中豪雨や台風による浸水被害を少な
くするため、降った雨を道路や河川に流
さないための取り組みを行っています。
この取り組みの一つとして、雨水浸透施
設を設置する際の設置費用の一部（上限
額15万円）を助成しています。
□助成対象　市内にある個人が所有する
住宅に雨水浸透施設を設置する工事
□助成事業実施期間　
平成27年２月末まで（予定）
※助成対象に該当するかなど、詳細はお
問い合わせください。
◆下水道課o（p042－438－4059）

雨水浸透施設

耐震フェア

　市民の生命と財産を保護し、災害に強
いまちづくりの実現を推進するため、耐
震フェアを開催します。
□木造住宅の耐震改修工事や耐震シェル
ターなど設置に関するパネル展示、市の
各種助成制度の紹介
a・b10月７日㈫・８日㈬・田無庁舎
２階、10月14日㈫・15日㈬・保谷庁舎
１階
※いずれも午前９時～午後５時

□建築士による木造住宅耐震診断・耐震
改修無料相談会
a・b10月７日㈫午前９時～午後４時・
田無庁舎１階、10月14日㈫午前10時～
正午・保谷庁舎１階
d①市内にある木造一戸建て住宅で階
数が地上２階建て以下の木造軸組在来工
法による住宅　
②自ら所有し居住している住宅　
③原則として新耐震設計基準（昭和56年
６月１日施行）以前に建築した住宅
i４日前までに電話で下記へ
□マンション管理士・建築士による分譲
マンション耐震化・管理など無料相談会
a10月８日㈬午後２時～５時
b田無庁舎１階
d分譲マンションの管理組合など

i５日前までに電話で下記へ
◆都市計画課o（p042－438－4051）

９月２日の選挙人名簿登録者数
（定時登録）が確定

その他

□登録者数　男性７万8,490人、女性８
万3,156人、計16万1,646人
　６月２日の定時登録者数と比較すると、
男性128人増、女性231人増、計359人
増加しています。
□定時登録の要件
①日本国民であること　②平成６年９月
２日以前に生まれた方　③平成26年９
月１日現在、引き続き３カ月以上西東京
市に居住している方（他区市町村から転
入した場合は、平成26年６月１日までに
西東京市の住民基本台帳に記載された方）

□在外選挙人名簿登録の要件
①在外選挙人名簿に既に登録されていな
いこと　②登録申請時に満20歳以上で
あること　③日本国民であること　④在
外選挙人名簿の登録申請に関し、その者
の住所を管轄する領事館の管轄区域内に
引き続き３カ月以上住所がある方
　９月２日現在の在外選挙人名簿登録者
数は、男性121人、女性119人、計240
人です。
◆選挙管理委員会事務局o
（p042－438－4090）

市議会議員選挙立候補予定者説明会

　12月21日㈰執行の西東京市議会議員
選挙に立候補を予定している方を対象に
説明会を開催します。
a10月６日㈪午後２時
b保谷こもれびホール
◆選挙管理委員会事務局o
（p042－438－4090）

　平成27年４月に小学校へ入学するお子さんの健康診断を各校で行います。
　就学時健康診断の通知書は、入学予
定者の保護者宛てに発送しますが、次
に該当する方は学校運営課までご連絡
ください。
①10月10日㈮までに通知書が届かな
い方　
②都合により当日の健康診断を欠席す
る方（他校での受診が可能）　
③平成27年４月までに引っ越しの予

定がある方
a・b下表参照
h①「就学時健康診断」の保護者宛て
通知書（必要事項は事前に記入）　
②ボールペン　
③上履き・履き物を入れる袋
□入学予定者　平成20年４月２日～
翌４月１日に生まれた方
◆学校運営課o（p042－438－4073）

小 学 校 就 学 時 健 康 診 断

日程
学校名 実施日 電話番号

１ 保谷第二小学校 10月20日㈪ 042－463－4515
２ 田無小学校 10月21日㈫ 042－464－2111
３ 保谷第一小学校 10月22日㈬ 042－422－4513
４ 柳沢小学校 10月24日㈮ 042－465－2903
５ 保谷小学校 10月28日㈫ 042－463－4511
６ けやき小学校 10月29日㈬ 042－464－2525
７ 中原小学校 10月30日㈭ 042－422－4518
８ 本町小学校 11月４日㈫ 042－467－5956
９ 谷戸第二小学校 11月５日㈬ 042－421－5051
10 栄小学校 11月６日㈭ 042－423－0276
11 谷戸小学校 11月７日㈮ 042－463－2661
12 上向台小学校 11月10日㈪ 042－467－1151
13 碧山小学校 11月11日㈫ 042－422－4521
14 住吉小学校 11月14日㈮ 042－423－4187
15 東小学校 11月19日㈬ 042－421－6009
16 芝久保小学校 11月20日㈭ 042－463－2869
17 東伏見小学校 11月21日㈮ 042－463－4517
18 向台小学校 11月27日㈭ 042－464－2112
※受付時間はいずれも午後１時30分～１時45分

　８月18日に、市政へのご協力を
いただいた方々に感謝状を贈呈しま
した。
✿裏千家教授和心庵　
　折元 宗和 様
✿㈱タカラトミー  様
✿日本たばこ産業㈱立川支店 様
✿碧山小学校PTA 様

感謝状を贈呈しました

◆秘書広報課n（p042－460－9803）

都市計画（案）の縦覧
□対象計画案　多摩部19都市計画都市
計画区域の整備、開発および保全の方針
□対象区域　西東京都市計画区域
□計画案の縦覧場所　東京都都市整備局
都市づくり政策部都市計画課（都庁第二
本庁舎21階北側）・市役所都市計画課（保
谷庁舎５階）
□縦覧期間　９月19日㈮～10月３日㈮
（土・日曜日、祝日を除く）

□意見書の提出　区域内に在住か計画案
に利害関係のある方は、縦覧期間中、東
京都に対して意見書を提出することがで
きますので、jへ提出してください。
j東京都都市整備局都市づくり政策部
都市計画課（〒163－8001新宿区西新
宿２－８－１・p03－5388－3225）
◆都市計画課o
（p042－438－4050）

　西東京都市計画道路３・４・24号線
の田無駅南口駅前広場部分の事業化に向
けて、事業概要および測量についての説
明会を開催します。
□整備予定区域　南町４－１および５－
５の各一部
a10月１日㈬午後７時～８時
bイングビル３階
※徒歩での来場にご協力ください。
d整備予定区域および近隣の関係権利者

◆道路建設課o
（p042－438－4054）

田無駅南口駅前広場の事業概要および測量説明会

整備予定区域

田無庁舎

説明会場
（イングビル）

田無駅（南口）
武
蔵
境
通
り

西武新宿線

市役
所通
り

　市町村総合体育大会は、スポーツ
の振興と都内市町村間の交流を目的
とした歴史あるスポーツ大会です。
各市町村を代表する選手が、14競
技22種目にわたり競い合いました。
　西東京市は、女子バドミントン競
技で第２位、男子卓球競技・女子ソ
フトボール競技で第３位となり、29
市町中総合第11位と健闘しました。
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

総合体育大会の結果
第47回 東京都市町村

■社会教育委員の会議
a９月22日㈪午後２時～４時
b保谷庁舎３階
c今後の社会教育行政の運営体制
e５人
◆社会教育課o（p042－438－4079）

■地域自立支援協議会計画策定部会
a９月30日㈫午後７時
b障害者総合支援センターフレンド
リー
c第４期障害福祉計画の検討ほか

e５人
◆障害福祉課o（p042－438－4033）

■文化芸術振興推進委員会
a10月１日㈬午後７時
b保谷庁舎１階
c施策・事業推進および評価
e５人
◆文化振興課o（p042－438－4040）

■西東京市立学校統合協議会
a10月２日㈭午後２時
b保谷庁舎別棟
c泉小学校の歴史の保存ほか

e10人
◆教育企画課o（p042－438－4070）

■緑化審議会小委員会
a10月３日㈮午後２時
bエコプラザ西東京
c西原自然公園の植生管理
e５人
◆みどり公園課o（p042－438－4045）

傍　聴 審議会など



a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金  h持ち物  i申し込み  j問い合わせ  kホームページ  lファクス  mメール  n田無庁舎  o保谷庁舎凡例4

平成26年９月15日号

健 康 ひ ろ ば
記入例

【はがき宛先】　
〒202－8555 
市役所健康課担当宛て
※返信用には、住所・氏名を記入

「ファミリー学級」申し込み
①参加希望コース
②夫婦の氏名（ふりがな）・生年月日
③住所
④電話番号
⑤出産予定日・病院名
⑥病院などの母親学級受講
　（予定）の有無
⑦パパの参加予定日

往復はがき・Eメール

一般
事業名 日時╱場所 対象╱定員 申込方法など

◆健康課o（p042－438－4037）

休日診療
医科（受診の際は、小児科など診療科目をお問い合わせのうえお出掛けください）

診療
時間 午前９時～午後10時 午前９時～午後５時

午前 10時～ 正午
午後 1時～ 4時
午後 5時～ 9時

15日
保谷厚生病院
栄町１－17－18
p042－424－6640

畑中医院
南町３－22－８
p042－461－3209

休日診療所
中町１－１－５
p042－424－3331
※上記診療所では、
歯科診療は行って
いません。
※受付時間は、
各診療終了時間の
30分前までです。

21日
西東京中央総合病院
芝久保町２－４－19
※小児科は午後５時まで

p042－464－1511

ひらたあや整形外科クリニック
新町2－5－35
p0422－56－8130

23日
田無病院
緑町３－６－１
p042－461－2682

芝久保内科小児科クリニック
芝久保町４－12－45
p042－469－6776

28日
佐々総合病院
田無町４－24－15
p042－461－1535

ノーブルビルクリニック
ひばりが丘北３－５－13
p042－424－5678

※健康保険証、診察代をお持ちください。

歯科（受診の際は、お問い合わせのうえお出掛けください）

受付
時間 午前10時～午後4時

15日
城歯科クリニック
向台町１－20－９
p042－464－4008

はせがわ歯科クリニック
田無町３－１－13　ラ・ベルドゥーレ田無101
p042－450－5800

21日
大槻歯科医院
北町１－４－２
p042－422－6488

新倉歯科医院
芝久保町１－８－２
p042－467－3361

23日
浅野歯科医院
ひばりが丘１－３－３
p042－421－1868

おばら歯科医院
西原町５－３－１　レアール田無105
p042－451－6480

28日
鎌田歯科
ひばりが丘北３－７－８
p042－423－2526

パンダ歯科クリニック
田無町４－４－15　宮田ビル２階
p042－465－6480

a10月20日㈪・27日㈪
受付：午前９時～10時
b保谷保健福祉総合センター
d個別に通知（１歳３カ月までで希望す
る方はお問い合わせください）

１歳児お誕生相談会
a９月16日㈫、10月７日㈫・21日㈫
受付：午前９時～10時
b保谷保健福祉総合センター
d個別に通知（２歳６カ月までで希望する方はお
問い合わせください）

２歳児すくすく相談会
a９月17日㈬、10月８日㈬・22
日㈬・29日㈬ 
受付：午後０時10分～１時10分
b保谷保健福祉総合センター
d個別に通知（４歳未満で希望する
方はお問い合わせください）

３歳児健康診査

　生後５カ月になる前のお子さんに
日時を指定した通知を送付します。
　指定された日時にお越しください。
b保谷保健福祉総合センター
d生後１歳になる前日までで、まだ
BCG接種を受けていないお子さん

BCG予防接種

a・b９月22日㈪受付：午前９時30分
～11時・田無総合福祉センター
10月28日㈫受付：午前９時30分～11
時・保谷保健福祉総合センター
d乳幼児と保護者

育児相談
（身体計測と育児に関する相談）　当日

a・b９月22日㈪・田無総合福祉センター
10月28日㈫・保谷保健福祉総合センター
１回目：午前10時～10時40分
２回目：午前10時50分～11時30分
d７～８カ月の乳児と保護者（各回先着15組）

子育て講座
（離乳食と歯が生えてくる頃の話） 当日

a９月18日㈭、10月２日㈭・16
日㈭・30日㈭
受付：午後０時10分～１時10分
b保谷保健福祉総合センター
d個別に通知

3～4カ月児健診

子ども ◆健康課o（p042－438－4037） 当日…申込不要・当日、直接会場へ　※転入などの方は事前にご連絡ください。

糖尿病基礎講座
【保健師・管理栄養士による基礎知識・食事の話】

10月10日㈮午前10時～11時30分／
田無総合福祉センター

糖尿病もしくは境界域で食事療法をこれか
ら始める方および家族／10人（申込順） 前日までに電話予約

西東京しゃきしゃき体操パート２講座 
【下肢の筋力・バランス能力の向上に効果がある
健康体操】 ※初めての方におすすめです。

９月26日㈮午前10時～11時30分／
田無総合福祉センター 市内在住で立位がとれる方／

各日20人（申込順）

前日までに電話予約
※市民10人以上で出張講座も実施します
（月～金曜日の午前９時～午後５時、会場
はご用意ください）。

10月14日㈫午前10時～11時30分／
保谷保健福祉総合センター

ボディケア講座～ひざ痛予防～
【理学療法士によるひざ痛予防に関する話と自宅
でできる体操】

10月１日㈬午後１時～２時／
保谷保健福祉総合センター 市内在住の方／15人（申込順） 前日までに電話予約

リハビリ相談
【リハビリ方法や福祉用具・住宅改修などについ
て理学療法士による相談】

10月１日㈬午後２時30分～４時30分・
10月16日㈭午前11時30分～午後０時30分／
保谷保健福祉総合センター

リハビリに関する相談を希望する方および
その関係者／各日２人程度（申込順） 前日までに電話予約

栄養相談
【管理栄養士による相談】

10月14日㈫午後１時～４時／
保谷保健福祉総合センター 市内在住の方／各日５人（申込順）

10月９日㈭までに電話予約

10月22日㈬午前９時～正午／
田無総合福祉センター 10月17日㈮までに電話予約

ファミリー学級２日間コース
～初めて父親・母親になる方のための教室～
【妊娠中の生活と健康、赤ちゃんのいる生活、父
親の役割・育児参加方法など】

第９コース 10月３日㈮・25日㈯
午前９時30分～午後０時30分／
保谷保健福祉総合センター
第10コース 11月７日㈮・22日㈯
午前９時30分～午後０時30分／
保谷保健福祉総合センター

初めて父親・母親になる市内在住の方（妊
婦のみの参加も可）／
各28組（申込多数の場合は抽選）
◇対象出産予定日の目安
第 ９コース：１月11日～２月21日
第10コース：２月８日～３月14日

往復はがきまたはEメール（記入例参照）
m fami-boshi＠city.nishitokyo.lg.jp
申込期間（消印有効）　
第 ９コース：９月19日㈮まで

第10コース：10月14日㈫～24日㈮

　市内の中学生が薬物乱用防止を訴え
るポスター・標語を制作しました。「人
生を無駄にしないで」との願いを込め
た作品です。ぜひご覧ください。
a９月29日㈪～10月３日㈮午前９時

～午後５時（初日は正午から、最終日は
午後３時まで）
b田無庁舎２階展示コーナー
◆健康課o（p042－438－4021）

薬物乱用防止ポスター・標語展

a10月１日㈬午後１時30分～５時
（１人15分程度）
b教育支援課（保谷庁舎４階）
d５～12歳くらい

e12人（申込順）
i９月16日㈫午前８時30分～26日㈮
に電話で下記へ
◆教育支援課o（p042－438－4076）

ことばの発達・発音などに心配のある子どもの
言語訓練・相談 ～言語訓練士による相談～

 電話相談
母と子の健康相談室（小児救急相談）
平日 午後５時～10時
土・日曜日、祝日、年末年始 午前９時～午後５時

東京都
p03－5285－8898
または＃8000

東京都医療機関案内サービス（ひまわり）
毎日24時間

東京都
p03－5272－0303

救急相談センター（救急車を呼ぶか迷ったら）
毎日24時間

東京消防庁
p042－521－2323
または＃7119
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10月まで、市役所ではクールビズを実施しています。ご理解をお願いします。

　結核を過去の病気だと思っていませ
んか。今でも、全国で年間２万人以上
が新たに結核にかかり、2,000人以上
が亡くなっています。
□長引く咳は赤信号
　２週間以上咳が続くときは、風邪と
は違う病気にかかっている可能性があ
ります。医療機関を受診しましょう。

□70～80歳代の感染者が増加
　高齢者では、長引く咳・たんだけで
なく、倦怠感が続いたり急激に痩せた
りしたときも、結核の可能性がありま
す。早めに医療機関を受診しましょう。
また、若い方も注意は必要です。若い
世代の集団感染や働き盛りの世代の発
見の遅れなども、問題となっています。
◆健康課o（p042－438－4037）

 結核予防週間 ９月24日㈬～30日㈫

胸部健診（肺がん・結核）

健診の日程
実施日 実施会場 受付期間 対象地域

10月 ７日㈫
保谷保健福祉
総合センター 午前９時30分～11時30分・

午後１時30分～３時

保谷町

 ８日㈬ 泉町・東町

 ９日㈭ 住吉町・中町

10日㈮ 下保谷福祉会館 下保谷・栄町・北町

14日㈫ 新町福祉会館 午前９時30分～11時30分 新町（・向台町）

15日㈬ 谷戸公民館 午前９時30分～11時30分・
午後１時30分～３時

谷戸町・ひばりが丘・
ひばりが丘北

16日㈭ 富士町福祉会館 午前９時30分～11時30分 富士町・東伏見

20日㈪

田無総合福祉
センター

午前９時30分～11時30分・
午後１時30分～３時

西原町・向台町（・新町）

21日㈫ 南町・柳沢

22日㈬ 芝久保町（・東伏見）

23日㈭ 田無町・北原町・緑町

申込不要・当日、直接会場へ
d市内在住で、平成27年３月31日時
点で40歳以上の方
c胸部レントゲン間接撮影
※必要な方に喀痰細胞診検査

※都合のつかないときは、対象地域以外
の日程での受診も可能です（連絡不要）。
※保谷保健福祉総合センター以外、車
での来場はご遠慮ください。
◆健康課o（p042－438－4021）

　子宮頸がんは20～30歳代、乳がん
は40～50歳代の方に増えています。
子宮頸がんの原因は、ほとんどがウイ
ルス感染であり、乳がんはホルモンの
影響を受けるとされています。女性で
あれば誰でもかかる可能性があります
ので、対象年齢になったら定期的に検

診を受けましょう。
　市の子宮頸がん・乳がん検診は、２
年に１回の機会であり、今年度対象者
は来年度受診できません。まだ申し込
んでいない方は、この機会に忘れずに
お申し込みください。
◆健康課o（p042－438－4021）

検診名 対象者 内容

子宮頸がん検診 20歳以上偶数年齢女性 問診・内診・視診・細胞診

乳がん検診 40歳以上偶数年齢女性 問診・視触診・マンモグラフィ検査
※年齢は、平成27年３月31日時点です。

i10月15日㈬（消印有効）までに次の
いずれかの方法で
⑴はがきに、希望検診名・住所・氏名・
生年月日・年齢・電話番号・希望検診
医療機関名（乳がん検診のみ。下記参
照）を明記のうえ、〒202－8555市
役所健康課「がん検診」係へ
⑵窓口（保谷保健福祉総合センター４
階健康課・田無庁舎２階保険年金課）
⑶電子申請（市kから）
※乳がん検診実施医療機関（１つ選択）
①西東京中央総合病院　②佐々総合病
院　③藤原医院　④複十字病院健康管
理センター
□受診方法　申込受付後に送付する受
診券および受診案内をご覧ください。

※受診券は11月中旬～下旬に送付予
定
※詳細は、市k・西東京市健康事業
ガイドをご覧ください。

　無料クーポン券検診対象の方と
受診券が送付されている方は申込
不要です。
■無料クーポン券検診対象の方
◇子宮頸がん検診→平成25年度
に20歳になった方
◇乳がん検診→平成25年度に40
歳になった方
※対象年齢で無料クーポン券が届
いていない方は健康課までご連絡
ください（５月下旬に送付済み）。

子宮頸がん検診・乳がん検診の
申込受付 ■専門相談（予約制）

i９月17日㈬午前８時30分から希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
（★印は、９月３日㈬から受付中）
※予約開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j田無庁舎２階市民相談室n（p042－460－9805）
 保谷庁舎１階市民相談室o（p042－438－4000）

内容 場所 日時

法律相談
n

９月24日㈬・30日㈫、10月２日㈭・３日㈮ 午前９時～正午
※10月２日㈭は人権・身の上相談を兼ねる

o
９月25日㈭は午前９時～正午で、人権・身の上相談を兼ねる
10月１日㈬・７日㈫ 午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n ★10月  2日㈭

午前９時～正午
o ★  9月25日㈭

税務相談
n 　  9月26日㈮

午後１時30分～４時30分
o 　10月  3日㈮

不動産相談
n 　10月  2日㈭

午後１時30分～４時30分
o 　10月  9日㈭

登記相談
n 　10月  9日㈭

午後１時30分～４時30分
o 　10月16日㈭

表示登記相談
n 　10月  9日㈭

午後１時30分～４時30分
o 　10月16日㈭

交通事故相談
n 　10月  8日㈬

午後１時30分～４時
o ★  9月24日㈬

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n 　10月20日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 n 　10月17日㈮ 午後１時30分～４時30分
相続・遺言・成年後見等
手続相談 n ★10月  1日㈬ 午後１時30分～４時30分

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室　n・o 毎週月～金曜日　午前８時30分～午後５時

無料市民相談

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

シニア対象パソコン教室
10月 受講者募集

①パソコンの始め方と入力
a２日㈭午後１時～４時
g無料／i９月22日㈪まで

②パソコン入門講座（全４回）
a３・10・17・24日㈮の午前
g6,000円／i９月22日㈪まで

③ワード初級講座（全４回）
a７・14・21・28日㈫の午前
g6,000円／i９月24日㈬まで

④エクセル初級講座（全４回）
a７・14・21・28日㈫の午後
g6,000円／i９月24日㈬まで

⑤パソコンの楽しい活用講座（全４回）
　ご自分のパソコンでも受講可。詳細は
資料をご請求ください。
a３・10・17・24日㈮の午後
g１回1,500円（過年に当教室の講座を
受講した方は１回無料）
□共通事項
a�午前：９時30分～正午 

午後：１時30分～４時
bシルバー人材センター東伏見教室
d①②以外は文字入力のできる方
eいずれも10人
i往復はがきに、希望講座名・受講日・
住所・氏名・年齢・電話番号を明記し
jへ
※受講料はテキスト代込み
※締め切り後でも受講可能な場合があり
ますので、お問い合わせください。
●パソコンの「実用講座」「よろず相談室」
（有料）もあります。詳細は、センター
kをご覧ください。

j西東京市シルバー人材センター
（〒202－0013中町１－６－８保谷東分
庁舎・p042－425－6611）

柳橋保育園の催し

①園庭開放
a毎週水曜日午前10時～正午
②タッチケア
a９月19日㈮
d妊婦の方・乳児と保護者
③給食試食
a10月３日㈮
④ダンス・ピラティス
a10月16日・30日㈭
⑤さつまいも掘り体験
a10月24日㈮予定
□共通事項
d②以外は未就園児と保護者
i②～⑤は１カ月前から電話でjへ
※詳細は、園kをご覧ください。
j柳橋保育園（p042－461－3673）

公開講座「木印製作と刻字」

a・c11月９日㈰・木印（姓名印）の製作、
16日㈰・30日㈰・板、茶托などに刻字
※いずれも午前10時～午後４時（全３回）
e20人（申込多数の場合は抽選）
g3,000円（教材費込み）
i10月１日㈬までに、往復はがきに｢木
印製作と刻字申込希望｣・住所・氏名・
年齢・性別・電話番号を明記し、jへ
j都立保谷高校（〒202－0005住吉町５
－８－23・p042－422－3223）
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 ごみの出し方 ワンポイント
安全・安心に暮らすために、
危険物の分別排出にご協力を
　市のごみ・資源物を中間処理する柳
泉園組合で、７月30日に不燃ごみピッ
ト内から煙を上げている収集袋を発見
しました。 内容物を確認したところ
「過マンガン酸カリウム」と他の薬品類
が発見されました。容器は溶解し変形
しており、発熱異臭も確認しました。
この「過マンガン酸カリウム」は劇薬物
であり、特定処理施設で適正な処理を
しなければならない特別管理廃棄物に
指定されているため、家庭ごみでは廃
棄できません。
　車両火災や爆発事故、健康被害を防
止するため、次の廃棄物は家庭ごみ（可

燃ごみ・不燃ごみ）には絶対排出しな
いようお願いします。
①硫酸・硝酸などの劇薬物に指定され
ているもの
②塩素化合物など他の溶液と混ざると
有毒ガスが発生する恐れのあるもの
③酸素・水・他の物質と反応すると発
熱・爆発・有毒ガスが発生する恐れの
あるもの
④溶解液類・フロン・水銀・火薬など
適正な処理施設で処理しなければなら
ないもの
⑤その他、廃棄物として適正な処理が
必要とされる管理廃棄物
※詳細は、お問い合わせください。
◆ごみ減量推進課（p042－438－4043）

１  谷戸イチョウ公園（谷戸町２－12） 13 ひばりが丘北わんぱく公園
（ひばりが丘北２－２）

２  谷戸第二地区会館（谷戸町３－13） 14 あらやしき公園（下保谷４－８）

３  谷戸地区会館（谷戸町１－９） 15 武道場（東町２－４）

４  緑町三丁目都営アパ－ト集会所（緑町３－８）16 住吉会館ルピナス（住吉町６－15）

５ 田無町七丁目都営アパ－ト公園
（田無町７－５） 17 保谷庁舎正面入口（中町１－５）

６ 芝久保地区会館（芝久保町３－15） 18 中町児童館（中町４－４）

７ 田無駅北口第一自転車駐車場西側出口前
（田無町４－５） 19 第２えのき児童遊園（保谷町５－２）

８ 南町六丁目 小林宅（南町６－９） 20 富士町福祉会館（富士町６－６）

９ 田無庁舎市民広場（エスカレーター寄り）
（南町５－６） 21 東伏見公園（東伏見１－２）

10 南町第一児童遊園（南町２－２） 22 むくのき公園（柳沢２－３）

11 向台公園東側入口（向台町２－５） 23 新町福祉会館（新町５－２）

12 北町緑地保全地域（北町森林公園）
（北町５－５） 24 東伏見コミュニティセンター

（東伏見５－10）

　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
合会の主催、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・びん・缶・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。個人・
団体問わず参加歓迎です。環境美化の推
進にご理解とご協力をお願いします。

※臨時集積所に家庭ごみは絶対に持ち込
まないようお願いします。
◆ごみ減量推進課
（p042－438－4043）

臨時集積所

042－438－4043）

a９月27日㈯
午前８時30分～10時（雨天決行）
b臨時集積所（下表参照）

環境美化一斉清掃にご協力を

～風水害に備えて!! 
パート２～

　７月24日に、市内で大雨による家
屋浸水被害などが発生しました。近年、
雷雨など局所的な大雨の発生が増えて
います。
　急な大雨や雷・竜巻から身を守るた
めには、気象情報をこまめに確認する
ことが大切です。屋外で活動するとき
などは特に注意し、天気の急変時など
には、速やかに安全を確保してください。
□レーダー・ナウキャスト
khttp://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
　気象庁では、降水・雷・竜巻の状況
を１時間先まで予測した分布図（ナウ
キャスト）を発表しています。これらは
５分または10分ごとに最新の情報に
更新されますので、天候の急変などの
チェックができます。

□高解像度降水ナウキャスト
khttp://www.jma.go.jp/jp/high
resorad/m_index.html
k http://www.jma.go.jp/jp/highresorad/
（スマートフォン用）
　８月７日から提供を開始した高解像
度降水ナウキャストでは、降水域の分
布を高い解像度で解析・予測し、実況

に近い強雨域が確認できます。30分
先までの５分ごとの降水域の分布を
250ｍ四方の細かさで予測しています
ので、どこの地域で大雨になるかが把
握できます。

高解像度降水ナウキャスト　気象庁k画像

　情報を集めることで被害を最小限に
食い止めることもできます。ぜひ一度、
気象庁のホームページにアクセスして
みてください。
　他にも東京都建設局では、都内の雨
量・河川水位の状況を５分ごとに自動
更新している「東京都水防災総合情報
システム（khttp://www.kasen-suibo.
metro.tokyo.jp/im/tsim0101g.html）」
を提供しています。こちらもぜひご活
用ください。
◆危機管理室o（p042－438－4010）

防災ガイド
～日ごろの備え～ 16

□過熱・爆発の原因となる危険な使い方
①コンロを覆うような大きな調理器具
を置いたり、石綿やセラミック付き魚
焼き器・焼き網など蓄熱性のあるもの
を使ったりする。
②コンロを２台以上並べ、その上に鉄
板などを置く。
③直射日光の当たる車内など高温にな
る場所に放置したり、ボンベを火の中
へ投げ入れたりする。
※これらの使い方は危険ですので、絶
対にしないでください。

□注意事項
①必ず使用するカセットコンロ指定の
ボンベを使用しましょう。ガス漏れや
火災の原因になります。
②テント内では使用しないでください。
一酸化炭素中毒や酸欠になる危険性が
あります。
③廃棄するときは、穴開けの必要はあ
りません。市の廃棄方法に従って廃棄
してください。
j西東京消防署（p042－421－0119）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

　カセットコンロは、誤った使い方をするとカセットボンベが爆発するなどして
大変危険です。学園祭やバーベキューなど使用機会が多くなるこれからの季節、
正しい使用方法で安全に使いましょう。

カセットボンベによる事故を防ぎましょう

「ごみ」から「資源」へ
新たな資源化事業スタート

　ごみの減量とリサイクル推進のため、
10月から新たな資源化事業を始めます。
　ごみを「減量」するという皆さんの高
い意識がリデュース・リサイクル率全
国トップレベルの水準を支えています。
いつもご協力ありがとうございます。
◇「生ごみリサイクル」参加者募集中
　生ごみ堆肥化のための無料回収を試
行します。現在、参加世帯を募集して
います（定員に達し次第締め切り）。
　詳細は、市報８月１日号・市kを
ご覧ください。

◇古紙・古布の収集日に出せる品目が
増えました
　「可燃ごみ」「不燃ごみ」指定だった品
目が資源化できるようになりました。
□新たな品目　かばん・ベルト・布製
帽子・ぬいぐるみ・下着類・羽毛布団
※出し方・出せないものなど詳細は、
市報９月１日号・市kまたは今号と
同時配布の「西東京市ごみ・資源物収
集カレンダー」をご覧ください。
◆ごみ減量推進課
（p042－438－4043）

Let’s
リサイクル

！

身近にいる動物たちについて
もう一度考えてみませんか

□動物は正しく終生飼養
　飼い主は、動物を飼育するうえで、
その習性や生理をよく理解し、責任と
愛情を持って終生飼いましょう。
□不妊・去勢手術を
　「手術はかわいそう」と思われる人も
いますが、繁殖を望まない場合は実施
しましょう。手術が生殖器系の病気予
防にもなります。
□猫の飼育はできるだけ屋内で
　ふん尿や発情期の鳴き声など近隣に
迷惑をかける場合があるほか、交通事
故や感染症など、猫にとっても危険が
多いものです。
□犬にはしつけを
　人間と犬が同じ社会で暮らしていく
ために、しつけは不可欠です。

□犬の散歩はルールを守って
　犬の散歩をするときは、リードでき
ちんとつなぎ、ふんは必ず持ち帰りま
しょう。
□身元の表示を
　迷子になり、飼い主の元に戻ること
ができない動物は少なくありません。
犬には鑑札を、その他の動物には名札
などを着けましょう。
□災害に備えて
　飼い主が無事でなければ動物は災害
を乗り切れません。また、避難時に嫌
がらずケージに入れる、トイレは決め
られた所でする、人や他の動物を怖が
らないなどのしつけをしておきましょ
う。動物のための防災用品（３日分以上
の食事と水など）も用意しましょう。
◆環境保全課（p042－438－4042）

９月20日㈯～26日㈮は動物愛護週間です
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「いこいーな ぬりえ」が市kからダウンロードできます。ぜひご家族でお楽しみください。　◆企画政策課

シニアルーム
シニア世代向け情報
※市からの連絡帳も
　ご覧ください。

a11月５日からの毎週水曜日午後１時
30分～４時
b老人福祉センター（田無総合福祉セン
ター内）
d市内在住で、介護保険の要支援・要
介護の認定を受けていない運動可能な満
60歳以上の方
i10月１日㈬から、老人福祉センター
事務所で申請書を記入（今年度、住吉老
人福祉センター・下保谷福祉会館のト
レーニングマシン一般開放の利用申請を
した方は不要）
※利用の可否は、申請書の内容を確認の
うえ決定し通知
◆高齢者支援課o
（p042－438－4102）

　市では、10月を「認知症を知るキャン
ペーン期間」として、認知症についての
普及啓発活動を展開します。キャンペー
ンの一環としてイベントを開催しますの
で、ぜひご参加ください。
❖講演会
～知ろう・学ぼう・考えよう～今日から
できる認知症予防
a10月４日㈯午後２時～４時（１時30
分開場）
b保谷こもれびホール　
※当日、直接会場へ
c認知症予防のポイントについて
e200人（先着順）
f宇良千秋さん（東京都健康長寿医療セン
ター研究所自立促進と介護予防研究チー
ム研究員）
❖脳いきいきウオーキング
　ウオーキングなどの有酸素運動は、脳
の血流を増やすことから認知症発症のリ
スクを低下させるといわれています。爽
やかな秋空の下をみんなで歩きませんか。

５㎞コースと７㎞コースがあります。
a10月24日㈮午前10時～正午（午前９
時30分受付）
bきらっと～都立小金井公園（現地解散）
d満60歳以上の方
e50人（申込多数の場合は抽選）
i10月14日㈫（消印有効）までに、往復
はがきに住所・氏名（ふりがな）・年齢・
電話番号・希望コース（５㎞または７㎞）
を明記し、〒202－8555市役所高齢者
支援課「脳いきいきウオーキング」係へ
※参加者全員に、景品をプレゼント！
❖認知症についてのパネル展示
a・b①10月６日㈪～10日㈮・保谷庁
舎１階ロビー
②10月20日㈪～24日㈮・田無庁舎２階
展示コーナー
❖認知症サポーター養成講座
　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。この機会に認知

症とは何か、基本的なところから学んで
みませんか。
a10月18日㈯午前10時30分～正午
（10時15分開場）
b葵の園・ひばりが丘（ひばりが丘３－
１－８）
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
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
e30人（申込順）
i10月14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、
出張講座もします。
◆高齢者支援課o
（p042－438－
4102）

認知症を知る１カ月キャンペーン

トレーニングマシン一般開放

オレンジリング

市内の空間放射線量測定結果 （９月５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カ所と武蔵野大学内（協力）１カ所の合計
６カ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   9月  1日㈪ 0.058 0.058

東部 なかまち保育園 中町   9月  2日㈫ 0.044 0.036

中央部 田無第二中学校 北原町   9月  3日㈬ 0.054 0.058

西部 田無第三中学校 西原町   9月  4日㈭ 0.052 0.055

南西部 田無市民公園 向台町   9月  5日㈮ 0.037 0.039

南部 武蔵野大学（協力） 新町   9月  3日㈬ 0.043 0.043

微小粒子状物質（PM2.5）測定結果 （９月７日現在）

測定日
測定場所

9月
1日㈪

9月
2日㈫

9月
3日㈬

9月
4日㈭

9月
5日㈮

9月
6日㈯

9月
7日㈰

田無町局
（西東京市民会館） 5.2 7.8 10.0 10.6 13.7 18.6   8.6

下保谷局
（保谷第一小学校） 7.3 8.8 12.1 12.2 15.3 17.8 10.7

　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／㎥）

パリテまつりで出店コーナーと展示コーナーに参加する個人や団体を募集します。

□出店コーナー　喫茶・物品販売など

a平成27年２月７日㈯・８日㈰
□展示コーナー　活動紹介・作品発表など

a平成27年２月２日㈪～13日㈮
□共通事項
b住吉会館ルピナス
d男女平等推進にご協力いただける
個人や団体
i９月16日㈫午前９時～10月３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７日㈫午後２時
b住吉会館ルピナス
□企画・運営　第７回パリテまつり実
行委員会
◆男女平等推進センター
（p042－439－0075）

第７回男女平等推進センター
パリテまつり　出店・展示募集

i①②は９月30日㈫（必着）までに、往復はがき・ファクス・Eメールに希望講座
名（「おこづかいプラン」または「ピザづくり」　※Eメールは件名に）・住所・氏名・
電話番号（ファクスの場合は返信先番号も）を明記し、下記へ（申込多数の場合は抽選）
□企画・運営　第14回西東京市消費生活展実行委員会
◆消費者センター（〒202－0005住吉町６－１－５・p042－425－4141・
l042－425－4041・mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp）

① 親子で納得！ わが子にぴったりの
おこづかいプラン～ちびまる子ちゃ
んと一緒に考えるおこづかい～

　みんなどうしてる？ うちの子に
合ったおこづかいのあげ方は？ など
意外と聞けないおこづかいについて、
親子で一緒に考えます。
a10月18日㈯午前10時30分
b消費者センター
d・e小学生と保護者・15組
②親子でピザをつくってたべよう！
　北海道粉と酵母でつくったピザ台に
有機野菜などをトッピング、焼きたて
を食べます。

a10月18日㈯午後１時30分～３時
b消費者センター
d・e小学生と保護者・10組
③映画上映会「もったいない！」
　食べ物の半分は食卓に載らずに捨て
られている!? 日本をはじめ世界各国が
抱える「食品ロス」。その現実と食品ロ
スの削減への取り組みを追うドキュメ
ンタリー映画です（日本語字幕・88分）。
a10月４日㈯午後１時30分
b柳沢公民館　※当日、直接会場へ
e100人（先着順）
※保育あり（要電話予約）：生後６カ月
以上の未就学児・６人（申込順）

第14回西東京市消費生活展 事 前 募 集

キッズルーム

乳幼児からの
親子コンサート

　子どもの好きな曲（となりのトトロな
どのアニメソングほか）を演奏します。ま
た、コンサート前に家庭での勉強方法な
どについて説明します。
※未就学児の入場可
□演奏　保谷高校OB吹奏楽団（HOB）
a９月27日㈯ 午前10時～11時20分
（９時30分開場）
b保谷こもれびホール　
※当日、直接会場へ
◆教育指導課o
（p042－438－4075）

空きびんでスノードームを
つくろう

　空きびんを再利用して、振るとゆっく
り“雪”が舞う世界で一つだけのかわいい
スノードームを作りましょう。
a９月27日㈯ 午後１時～３時
bエコプラザ西東京
d市内在住・在学の小学生（１～３年生
は保護者同伴）
e10人（保護者含20人・申込順）
g・h300円・口の広い高さ10㎝くら
いの空きびん、中に入れたいビーズや２
～３㎝くらいのおもちゃなど

i９月18日㈭午前９時から、電話・ファ
クス・Eメールで、住所・氏名・学年・
年齢・電話番号を添えてjへ
jエコプラザ西東京（p042－421－
8585・l042－421－8586・mec
oplaza@city.nishitokyo.lg.jp）
※電話受付：午前９時～午後５時
◆環境保全課（p042－438－4042）

子育て世代向け情報
※市からの連絡帳も
　ご覧ください。

※次回は、10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。

※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）
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　NPO法人西東京市体育協会の加盟団体では、さまざまなスポーツ教室を開催して
います。この機会にぜひご参加ください。
　参加資格・内容など、詳細は各団体（連絡先）へお問い合わせください。
jNPO法人西東京市体育協会事務局（p042－425－7055）　
◆スポーツ振興課o（p042－438－4081）

種目 日時 場所 参加費 連絡先
剣道 第1・3・5日曜日　午前9時～正午 スポーツセンター 無料 江頭 p042－422－2804
柔道 第1・2・3・4日曜日　午前9時～11時 武道場 無料 山本 p090－8706－4844
水泳 第1木・金曜日　午前10時～正午 スポーツセンター 1回900円 吉岡 p042－423－3654

ソフトテニス 第2・4土曜日　午後1時～3時 東町テニスコート 1回300円 大金 p042－425－6875第3土曜日　午後1時～3時 ひばりアム
卓球 第1・3水曜日　午前9時～正午 スポーツセンター 1回500円（半年6,000円） 山本 p042－424－1410
バドミントン 第2・3・4水曜日　午後7時～8時30分 総合体育館 1回500円（中学生以下300円） 佐藤 p042－469－9166
バスケットボール 第1木曜日・第3土曜日　午後6時～9時 スポーツセンター 1回100円 瓜生 p080－5064－4908
アーチェリー 第1・2土曜日　午前9時30分～11時30分 武道場 月1,600円 妹尾 p042－421－1291
躰道 第1・2水曜日　午後6時～9時 きらっと 体験無料 菅野 p042－421－7075
少林寺拳法 第1・2・3水曜日　午後6時～9時 スポーツセンター 無料 岡村 p042－422－1215

硬式テニス
第3土曜日　午前9時～11時 東町テニスコート 1回300円 島川 p042－465－7714第4火曜日　午後1時～3時
第4土曜日　午前9時～11時 芝久保第二運動場

太極拳 第3・4日曜日　午前9時～正午 武道場 月2,500円（体験2回まで無料） 内田 p080－6512－1666
ダンス 第1日曜日　午後3時～6時 スポーツセンター 1回500円 蛯谷 p090－9150－9907
ターゲットバードゴルフ 第1・3土曜日　正午～午後3時 ひばりアム 無料 林 p042－464－7370
空手道初心者 第3・4水曜日　午後6時～8時45分 武道場 保険料1,850円 村上 p080－5174－3412
グラウンドゴルフ 第1・3金曜日　正午～午後3時 ひばりアム 無料 西潟 p042－461－7058

※種目により日程変更などがありますので、各団体へご確認ください。

平成26年度後期 スポーツ教室
（10月～翌３月）

　「クライミング・ボルダリング」「ス
ラックライン」などのスポーツ体験
ブースや、子ども向けの巨大なふわふ
わスライダーなど盛りだくさん！「い
こいーな」や「ゆりーと」も登場します。
※大抽選会も同日開催（右記参照）
a９月23日㈷午前10時～午後３時
b西東京いこいの森公園
※雨天時：総合体育館（９月22日㈪正
午に、西東京市スポNAVIkにてお知
らせします。）
※当日、直接会場へ

　レッスンプロから指導を受けられます。
初心者も経験者もゴルフの楽しさ・醍醐
味を味わえる、やりがいのあるクリニッ
クです。
a10月13日㈷午前６時30分～午後８
時30分（予定）
b東急ゴルフリゾート　大多喜城ゴル
フ倶楽部（集合・解散：スポーツセンター）
※往復貸し切りバス
d市内在住・在勤・在学の高校生以上で、
ゴルフ用具をお持ちの方
e20人（申込多数の場合は抽選）
g9,960円（交通費・昼食代・プレー料

金込み）
i10月１日㈬（必着）までに、往復はが
きに住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話
番号・ゴルフ経験年数・１ラウンド平均
スコアを明記し、jの「ゴルフクリニッ
ク」係へ
※グループで申し込む場合は、１枚にま
とめてください。
jスポーツセンター（〒202－0013中
町１－５－１・p042－
425－0505）
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

ゴルフクリニック

a午後０時10分（受付：午前10時～
正午）
bイベント本部前
d７月22日～８月31日に開催した「い
こいーなをさがせ！」をクリアした方
h抽選券（必須）

※詳細は、各施設で配布中のチラシま
たは西東京市スポNAVIkをご覧くだ
さい。
jスポーツセンター
（p042－425－0505）
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

大抽選会

いこいの森フェスティバル イベント NEWS

　植物の葉をじっくり観察し描くボタ
ニカルアートはいかがですか。美しい
デザインや自然の成り立ちから、たく
さんの発見があることでしょう。ス
ケッチ・水彩色付けまで行います。
d市内在住・在勤・在学の18歳以上の方
e20人（申込順）
h当日描きたい植物の葉・ねり消しゴ
ム・鉛筆２本（Hと３H）・面相筆（丸筆
の小・中サイズ）・透明水彩絵の具12色
（お持ちの方）・15㎝定規
i９月17日㈬午前９時から、電話・
ファクス・Eメールで、住所・氏名・
年齢・電話番号を添えてjへ
jエコプラザ西東京（p042－421－
8585・l042－421－8586・mec
oplaza@city.nishitokyo.lg.jp）
※電話受付：午前９時～午後５時
◆環境保全課（p042－438－4042）

　10月18日㈯から開催する西東京市
民文化祭を多くの方にお知らせするた
め、PRイベントを開催します。
　文化祭参加団体による作品展示・ス
テージ発表や、文化祭開催会場ごとに
作成したチラシもあります。
※詳細は、市kや各公共施設で配布
するチラシをご覧ください。
◆文化振興課o
（p042－438－4040）

　施設の専門職員による、高齢者を支
える基本知識と介護技術の講習会です。
d・e市内在住で、高齢者を介護し
ている家族の方、介護に関して知職を
身に付けたい方、ボランティア活動を
してみたい方・20人（申込順）
i９月29日㈪までに、電話・ファクス・
Eメールで、「第１回市民介護講習会
希望」・住所・氏名・年齢・電話番号
を添えて下記へ
◆高齢者支援課o（p042－438－4
028・l042－438－2827・m f-ko
urei@city.nishitokyo.lg.jp）

　市内で活動するサークルの展示発表
会を開催します。展示時間は団体によ
り一部異なります。詳細は、市kを
ご覧ください。

j西東京市民会館
（p042－463－5381）
◆文化振興課o（p042－438－4040）

日時 サークル・展示内容
10月３日㈮
～５日㈰ 桃美会・生け花
10月10日㈮
～12日㈰ 卯月会・水彩画

10月16日㈭
～19日㈰

花遊び・フラワーアレ
ンジメント
かざぐるま・折り紙

10月22日㈬
～26日㈰ 華萌会・生け花
10月29日㈬
～11月２日㈰

水彩画サークルやよい
会・水彩画

11月５日㈬
～８日㈯

田無あじろ会・籐工芸
アフガン編グループ田
無・アフガン編み

11月14日㈮
～16日㈰ かおり会・生け花

昨年のステージ
発表の様子

クライミング・
ボルダリング▶

スラックライン▶

昨年の大抽選会の様子▲

042－425－0505）

042－438－4081）
ⓒ東京都スポーツ推進大使

ゆりーと　♯0009

身近な植物を観察しよう！
ボタニカルアート講座入門編
９月30日㈫ 午後１時～５時
エコプラザ西東京

西東京市民文化祭PR in アスタ

①10月１日㈬～３日㈮ パネル展示
②10月４日㈯ ステージ発表
アスタビル２階センターコート

市民介護講習会

10月２日㈭・３日㈮・６日㈪
午前10時～午後３時（全３回）
健光園（田無町５－５－19）

展示発表会
みんなで広げよう展示室の「わ」！

10月３日㈮～11月16日㈰ 
午前10時～午後４時（火曜日を除く）
西東京市民会館

ⓒ東京都スポーツ推進大使
ゆりーと　♯0009
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西東京市役所の郵便番号は個別番号です。「田無庁舎：〒188－8666」「保谷庁舎：〒202－8555」で、この記入があれば、住所（所在地）は省略できます。

 西東京をもっと楽しむ情報満載！

　買い物から調理・片付けまで、環境
に配慮した料理教室です。
□メニュー（３品）　ecoオムライス・
ツナとキャベツのホットサラダ・いち
ごみるく寒天
d・e市内在住・在勤・在学の18歳
以上の方・18人（申込順）
g・h200円・エプロン、三角巾、
ハンドタオル、10㎝四方の清潔な古
布１枚、食器用布巾１枚、飲み物
i９月17日㈬午前９時から、電話・
ファクス・Eメールで、住所・氏名・
年齢・電話番号を添えてjへ
jエコプラザ西東京（p042－421－
8585・l042－ 421－ 8586・
mecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp）
※電話受付：午前９時～午後５時
◆環境保全課（p042－438－4042）

c市内在住外国人による日本語スピー
チ、在学の外国につながる小・中学生
による日本語メッセージ、アトラク
ション（モンゴル舞踊・二胡演奏）など

jNPO法人西東京市多文化共生セン
ター内西東京市日本語スピーチコンテ
スト2014実行委員会（p・l042－
461－0381・m info@nimic.jp）
◆文化振興課o（p042－438－4040）

　戦争や平和について学ぶ、ピースウ
オークの参加者を募集します。
□交通　市のバスおよび徒歩
c都立第五福竜丸展示館と東京大空
襲・戦災資料センターの見学
d市内在住・在勤・在学の方
e25人（申込多数の場合は抽選）
g300円(施設入場料)
h昼食
i９月30日㈫（必着）までに、往復は
がき・ファクス・Eメールに、住所・
氏名・年齢・電話番号・希望集合場所・
在勤・在学の方は勤務先名または学校
名を明記し、〒202－8555市役所協
働コミュニティ課へ
□共催　非核・平和をすすめる西東京
市民の会
◆協働コミュニティ課o（p042－4
38－4046・l042－438－2021・
mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp）

　平成23年12月、国連総会決議によ
り10月11日が国際ガールズ・デーに

日本語スピーチコンテスト2014

10月５日㈰ 午後１時～３時30分
（終了後、交流パーティーあり）
コール田無　※当日、直接会場へ

昨年のコンテスト
の様子

伝言板
みんなの

※特に記載のないものは、
無料です。
※内容についてのお問い合
わせは、各サークルへお願
いします。

制定されました。
　これにちなんで、早過ぎる結婚や女
子教育、震災など、世界の女の子が直
面する状況や彼女たちの持つ可能性を
描いた映画の上映会を開催します（日
本語字幕）。
e50人　※保育あり：生後６カ月以
上の未就学児・15人（申込順）
i９月16日㈫午前９時から、電話・
Ｅメールで下記へ
◆男女平等推進センター（p042－43
9－0075・mkyoudou@city.nishi
tokyo.lg.jp）

　はなバスに乗って、農業の魅力に触
れる場所を巡ってみませんか。
c①フラワーアレンジメント：市内産の
花を使い、手軽に楽しく制作します。
②秋の収穫体験：市内産農作物の話を
聞き、実際に収穫を体験します。
d市内在住の小学生以上の方（小学生
は保護者同伴）
e16人（申込多数の場合は抽選）
h汚れてもよい服装・軍手・帽子・
飲み物・タオル
gはなバス運賃
i９月30日㈫（必着）までに、往復は
がきに事業名・住所・参加者氏名・年
齢・電話番号を明記し、〒202－8555
市役所産業振興課へ
※１枚のはがきで２人まで申し込み可
（代表者名には「代表者」と明記）
◆産業振興課o
（p042－438－4044）

　DV（配偶者などからの暴力）につ
いて分かりやすく学び、自分らしい生
き方を考えてみませんか。
c①「タッピングタッチ－ こころとか
らだのリラクゼーション－」　
②「これだけは知っておきたい法律知
識－夫婦と子どもの問題をめぐって－」
③「ＤＶによる被害者の心身とこども
への影響」
d・e女性・30人　※保育あり：生
後６カ月以上の未就学児・15人（申込
順）
i９月17日㈬午前９時から、電話で
下記へ
◆男女平等推進センター
（p042－439－0075）

　クリーニングのプロが、衣類とク
リーニングの正しい知識を紹介すると
ともに、家庭でできる簡単シミ抜きテ
クニックを伝授します（実習あり）。
e20人（申込多数の場合は抽選）
i９月30日㈫（必着）までに、往復は
がき・ファクス・Eメールに件名「簡
単シミ抜き」・住所・氏名・電話番号
（ファクスの場合は返信先番号も）を明
記し下記へ
◆消費者センター（〒202－0005住
吉町６－１－５・p042－425－41
41・l042－425－4041・mkyou
dou@city.nishitokyo.lg.jp）

エコプラザのエコ・クッキング！

10月４日㈯ 午前10時30分～午後１時
エコプラザ西東京

映画上映会「Girl Rising～私が
決める、私の未来～」
10月11日㈯ 午前10時～正午
住吉会館ルピナス

農業を知って…感じて…楽しんで
農業わくわく散策会
10月18日㈯ 午前８時30分～正午
集合：保谷駅北口ロータリー　※雨天中止
①花摘みの丘（北町５－８－25）
②農のアカデミー（北町４－８）

西東京市農産物キャラクター
「めぐみちゃん」

知って得するクリーニングの基礎知識
プロに学ぶ、簡単シミ抜きテクニック
10月29日㈬ 午前10時
消費者センター

写真提供： 都立第五
福竜丸展示館

ピースウオーク

10月11日㈯ 集合：午前８時30分保谷
庁舎玄関・午前９時田無庁舎１階ロビー
※午後４時30分解散予定

パリテ女性の自立支援講座
～こころもからだも大切に～（全３回）

①10月20日㈪  午前10時～正午
②11月７ 日㈮  午前10時～正午
③11月26日㈬  午前10時～11時30分
住吉会館ルピナス

　「みんなの伝言板」（サークル紹介）は、
　個人情報が含まれているため、
　削除してあります。



20th多摩六都
科学館ナビ

a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金  h持ち物  i申し込み  j問い合わせ  kホームページ  lファクス  mメール  n田無庁舎  o保谷庁舎凡例

No.341
平成26年（2014）

915
●住民登録 （うち外国人住民）
人口／19万7,986人（ 79増） 人口／3,107人
男 ／９万6,937人 （ 33増） 男 ／1,465人
女 ／10万1,049人（ 46増） 女 ／1,642人
世帯／９万2,413 （ 45増） 世帯／1,692平成26年９月１日現在（　）は先月比

人口と世帯
総人口 19万7,986人
（79増）

　来館者とふれあいながら科学の面
白さを伝えるボランティアを募集しま
す。科学に興味のある方、子どもた
ちと接するのが好きな方、工作・実験・
自然観察・読み聞かせなど、特技を
生かしてみませんか（活動は無償）。
□募集期限　９月30日㈫まで

c教室・イベントの企画・運営、展
示室での来館者との対話など

d・e一般ボランティア：18～70歳
程度で週１回程度（特に土・日曜日に）
活動できる方・20人
ジュニアボランティア：小学５年生～
18歳で月に１回程度活動できる方
（要保護者同意）・10人
i当館・市役所・公民館・図書館な
どにある応募用紙に記入しjへ（当
館kからもダウンロード可）
j多摩六都科学館（〒188－0014芝
久保町５－10－64・p042－469－
6100）

ボランティア会

市内の情報をお届けします
大好きです

西東京

　1964（昭和39）年の東京五輪開催か
ら今年でちょうど50年の節目を迎え
ます。高度経済成長期の日本は、初の
五輪開催に向け驚異的な発展を遂げ、
戦後の日本再生を世界に印象付けまし
た。そんな50年前の東京を振り返ると
ともに、私たちが暮らすこの東京で、
６年後の2020（平成32年）年に再び五
輪が開催されることの意味を考えてみ
ませんか。今回は田無庁舎で行ってい
た記念写真展の一部をご紹介します
（保谷庁舎は９月17日㈬から）。
　50年前、オリンピックの開催に合
わせて高速道路や新幹線の開通をはじ
め、インフラの整備が次々と進められ
ました。当時では国内最大の公団住宅
となるひばりが丘団地（現在のひばり
が丘パークヒルズ）ができたのもこの
頃で、時の皇太子ご夫妻が視察に訪れ
たことでも注目を集めました。
　また、その頃行われていた田無・保

谷の各市民運動会
の様子も残されて
います。定番の徒
競走のほか、「たば
こ火付け競争（ぶら
下がった蚊取り線
香からたばこに火を付ける）」や「アベッ
ク競走（男女ペアによる二人三脚）」など
一風変わった種目もありました。
　そして、今となってはおなじみのパ
ラリンピック（オリンピック開催年に
同国で行われる国際身体障害者スポー

ツ大会）は、こ
の東京大会が

第２回とされています。実は「パラリ
ンピック」という愛称を名付けたのは、
当時の日本のマスコミでした（正式名
称としての認定は1985年）。
　障害のある人もない人も、己を磨き
努力し続ける姿は人々に感動を与えて
くれます。東日本大震災による爪痕も
いまだ癒えず明るい話題ばかりではあ
りませんが、６年後に向け日々研鑽を
重ねるアスリートたちを支え応援し、
すばらしい大会となるよう盛り上げて
いきましょう。
◆秘書広報課n（p042－460－9804）

たばこ火付け競争

アベック競走

ひばりが丘団地

会員募集
1964年東京オリンピック・パラリンピック
50周年 ～あの頃、そして2020年東京五輪へ～

まちを楽しむ編

西東京市一店逸品事業

　市では、西東京商工会と協力して、モノやサービスなど
個店独自の「逸品」を確立し、入りたくなる店づくりへとつ
なげる一店逸品事業を平成24年度よりスタートしました。
　第１弾（平成24年度）では、食品関係の業種を対象に逸
品を認定し、第２弾（平成25年度）では、物品販売業・サー
ビス業・ものづくり業などを対象に逸品を認定しました。
認定された逸品は、紹介冊子やスタンプラリー、イベント
出店などを通じて市内外にPRを行っています。
　平成26年度は、第３弾として再度、食品関係の業種を
対象として、他店にはない、その店ならではのこだわりの
ある自慢の逸品を募集します。
　募集に際して、事業を営む方からだけでなく、一般消費
者の声も取り入れられるよう、市民の皆さんからの推薦も
受け付けます。皆さんで一店逸品事業を盛り上げましょう。
　本事業は産業振興マスタープランに位置づけられた事業
で、西東京商工会への補助事業として実施し、商工会が組
織する運営員会と選考委員会により進めています。
◆産業振興課o（p042－438－4041）

食品関係の業種（飲食店メニュー・ 
 お持ち帰り商品）対象

第３弾募集 !

よいもの発見！
逸品めぐり

　　　　　　　
❖市内で事業を営む方からの自薦
　自店・自社ならではの自慢の逸品をご応募ください。
対象業種   食品関係の業種（飲食店メニュー・お持ち帰り商品）
応募方法   専用の申込用紙をjへ提出
　　　　　  ※申込用紙は、西東京商工会または一店逸品事業専用kから入手できます。
応募期限  10月31日㈮必着
参加基準   本事業へ参加するにあたり、参加基準を満たしている必要があります。詳細は、一店

逸品事業専用kまたはjまでお問い合わせください。
　　　　　 ①自店・自社ならではの自慢できるこだわりの逸品があること
　　　　　 ②応募した逸品を常に安定的に供給・提供し続けることができること
　　　　　 ③逸品活動に則した販売活動・店舗管理・品揃えができること
　　　　　 ④一店逸品事業に係る活動（※）に協力できること
　　　　　  ※認定前の事前確認・周知事業（冊子作成、スタンプラリー、イベント出店）など

　　　　　 ⑤西東京商工会の会員であること
　　　　　 ⑥税金の滞納がないこと
　　　　　 ⑦市内に継続的に販売できる拠点があること
　　　　
❖市民の皆さんからの推薦
　一般消費者の目線から、市内の食品関係のお店の商品（飲食店メニュー・お持ち帰り商品）の中で、
自分が最も気に入っている商品をご応募ください。
　推薦された商品の取扱店に、事業への参加意向の確認を行います。
応募方法  一店逸品事業専用kから、または直接jへ　　 応募期間  10月31日㈮まで

　　　　　　　募 集　　　　　　　1

　選考委員会にて選考を実施します。
■１次審査：書類審査
■２次審査：逸品・店舗・事業者などの確認

審 査2

認 定3
　選考委員会の結果を踏まえ、運営委員会で認定を行います。
　認定された商品は、専用 kで店舗名とともに紹介します。また平成27
年度に作製予定の逸品紹介冊子への掲載など、一店逸品事業を通じて優れ
た地域資源を市内外にアピールし、地域産業の活性化につなげていきます。

西東京商工会一店逸品事業専用k  http://www.ittenippin.com/
j西東京商工会（保谷事務所：住吉町６－１－５） p042－424－3600

■50周年記念写真展
a９月17日㈬～30日㈫
午前８時30分～午後５時
b保谷庁舎１階ロビー
※22日㈪、土・日曜日、祝日を除く
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

パラリンピック・バスケットボール
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