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a11月８日㈯ 午前10時～午後４時 
 ９日㈰ 午前９時～午後３時30分
b西東京いこいの森公園

まつりを通じて「愛」する心と
「共」に「生」きる喜びと地域の「絆」を深めたい
　西東京市民まつりは、幼い頃に参加した市民まつりの楽しい出来事を

西東京市のふるさとの思い出とともに、
大人になっても懐かしんでいただくことを目指し

「新しいふるさとの創造」をテーマにして今年で14回目を迎えます。
　懐かしくもあり新鮮でもある西東京市民まつりに、

ご家族、ご友人をお誘い合わせのうえぜひご来場ください。

j第14回西東京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）

第14回
新しいふるさとの創造

※まつり会場には駐車場がありません。　※駐輪場は谷戸第二小学校校庭などです（谷戸小学校校庭は芝生化により駐輪できません）。

　市内５拠点からまつり会場まで、
往復無料送迎バスを運行します。
詳細は、チラシでご案内します。

無料送迎バスを運行

11月９日㈰午前10時～11時30分の
間、パレード実施に伴い谷戸新道の
一部通行止めとなり、西武バス運行
ルートが一部変更になります。ご注
意ください。

11月８日㈯
①午前10時45分
②午後２時
©2014 
テレビ朝日・東映AG・東映

烈車戦隊トッキュウジャーショー 
11月９日㈰ 
①午後０時40分 
②午後１時45分

郷
ごう

人
じん姉妹都市福島県下郷町

からのゲスト

野外ステージに、子どもたち集まれ～!!

a111111月月８日㈯日㈯日㈯ 午前10時～午後４時 午前10時～午後４時 午前10時～午後４時 午前10時～午後４時 

回
新しいふるさとの創造西東
京市民まつり めぐみちゃんも来るよ

野外ステージ 
パフォーマンス・ストリート
歌・吹奏楽・バンド演奏・
舞踊・演舞・和太鼓など

今年のテーマは「会津魂
～挑

いどむ

」。ふるさとを守る
ため、戊辰の戦いに挑
んだ四

し

神
じん

、白虎・青龍・
朱雀・玄武隊たちの姿
を演舞で表現します。

エフエム放送「西東京市からのお知らせ（84.2MHz）」放送中！この面の内容は、10月27日㈪・31日㈮の①午後０時45分　②午後８時から放送予定です。

出店コーナー 
飲食・おもちゃの物販・
展示・PR・相談など
170以上が出店

いこ
いー
なも

来る
よ

イベントエリア  
健康づくり・シューティ
ングゲーム・行政PR・
子どもゲーム遊びなど

農業コーナー
11月９日㈰

農産物品評会（出品
物販売）・宝船（野
菜）宝分け・ゲーム
や模擬店など

姉妹・友好都市（下郷町・勝浦市・北杜市）
被災地支援コーナー  特産物販売と観光PR
野菜、りんご、いわな・やまめの塩焼き、
あじ・さばの開き、かつお角煮など

パレード 
11月９日㈰午前10時30分
ひばりヶ丘駅南口から
まつり会場まで

※詳細は、市報11月１日号の折り込みチラシでご確認ください。

アスレチックコーナー 
会場内西側、野外ステージ横

５
面
も

見
て
ね
！
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平成26年10月15日号

不動産の公売

税・年金

　市では市税の滞納処分として差し押さ
えた不動産を、入札によって売却（公売）
します（今回は東京都と合同開催）。公売
による売却代金は、滞納となっている市
税などに充当されます。
a10月28日㈫午後１時～２時
b東京都庁第一本庁舎４階第２入札室
□売却区分番号　第G4902号
※入札は原則、誰でも参加できます。
※公売物件および公売手続きの詳細は、
市kまたは東京都kをご確認ください。
※公売は中止になることがありますので、
最新情報は市kをご覧ください。
◆納税課n（p042－460－9834）

国民年金保険料納付案内業務の
民間委託業者が変更
　日本年金機構では、国民年金保険料を
納め忘れている方に対する「電話や文書、
戸別訪問による納付督励や保険料の収納
業務」について、民間委託を実施してい
ます。本市における業者は10月から「日
立トリプルウィン㈱」（p0120－211－
231）になりました。
j武蔵野年金事務所
（p0422－56－1411）
◆保険年金課n
（p042－460－9825）

難病の医療費助成制度が改正

福祉

　平成27年１月１日から新たな難病医
療費助成制度が実施されます。
□平成26年12月31日までを有効期限と
する都医療券をお持ちの方
新制度への相談を受け付けています。疾

病名により東京都から案内が届く時期が
異なります。案内が届き次第、障害福祉
課まで書類をご持参ください。
※詳細は、jへお問い合わせください。
j東京都福祉保健局保健政策部疾病対
策課（p03－5320－4004）
◆障害福祉課o
（p042－438－4035）

ひとり親家庭のお子さんのための
就学支度資金・修学資金
　東京都母子および父子福祉資金・東京
都女性福祉資金貸付制度では、ひとり親
家庭のお子さんのために、一定額を限度
に貸し付けを行っています。10月から
父子家庭への貸付制度も始まりました。
□就学支度資金　小・中学校、高校、短
大、大学、専修学校の入学に必要な資金
□修学資金　高校、短大、大学、高専、
専修学校の修学に必要な資金
※母子・父子自立支援員との面談などが
必要です（予約制）。詳細は、お問い合わ
せください。
◆子育て支援課n
（p042－460－9840）

エコプラザ西東京駐車場工事

くらし

□工事期間　10月27日㈪～12月１日㈪
　工事期間中は駐車場が使用できません
ので、車で来館の際は保谷庁舎有料駐車
場など、近隣の駐車場をご利用ください。
◆環境保全課（p042－438－4042）

おすすめします  国の「中退共制度」
～掛金の一部を補助します～
　中小企業退職金共済制度（中退共制度）
は、中小企業で働く従業員のための国の
退職金制度です。
□制度の特色
●国の制度なので安心
●掛け金は全額非課税で有利
●外部積立型なので管理が簡単など

i所定の申込書に記入・押印のうえ、
金融機関へ提出
j勤労者退職金共済機構中小企業退職
金共済事業本部（p03－6907－1234）
❖市の助成
□要件　①市内に事業所または事務所を
有する中小企業者　②勤労者退職金共済
機構（国）が実施する中小企業退職金共済
事業による退職金共済契約を締結し、共
済掛け金を納付していることなど

□助成額　該当する従業員の掛け金に対
して、加入時から36カ月を限度として１
人につき月額500円（ただし１カ月の掛
け金が2,000円の従業員は月額300円）
※市の助成制度申込は毎年２月です。募
集時期には再度市報でご案内します。
◆産業振興課o（p042－438－4041）

西東京都市計画生産緑地地区変更
案の公告および縦覧
□縦覧期間　10月15日㈬～29日㈬
□縦覧場所　都市計画課（保谷庁舎５階）
□意見書の提出　市内在住の方および利
害関係のある方は、期間中に意見書を提
出することができます。10月15日㈬～
29日㈬（必着）に、提出者の住所・氏名・
地区との関係を明記し、〒202－8555
市役所都市計画課へ郵送または持参して
ください。
◆都市計画課o（p042－438－4050）

市議会議員選挙における郵便等に
よる不在者投票
　12月21日㈰は、西東京市議会議員選
挙の投票日です。
　身体障害者手帳、戦傷病者手帳または
介護保険被保険者証をお持ちで、表１の
いずれかに該当し「郵便等投票証明書」の
交付を受けている方は、選挙のときに自
宅などで郵便等による不在者投票ができ
ます。
　郵便等による不在者投票を希望し、ま
だ「郵便等投票証明書」の交付を受けてい
ない方は、選挙管理委員会へ申請してく
ださい。

市 連からの 絡 帳 表１
障害などの
区分

障害などの
程度

身体障害者
手帳

両下肢・体幹・
移動機能

１級または
２級

心臓・腎臓・
呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸

１級または
３級

免疫・肝臓 １級～３級

戦傷病者
手帳

両下肢・体幹 特別項症～
第２項症

心臓・腎臓・
呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸・肝臓

特別項症～
第３項症

介護保険の
被保険者証

要介護状態区分が
要介護５

介護保険の
被保険者証

□郵便等投票の代理記載制度
　郵便等投票ができる方のうち、表２の
いずれかに該当し、自ら投票の記載をす
ることができない方は、あらかじめ選挙
管理委員会に届け出た方に代理記載をし
てもらうことができます。
表２
障害などの
区分

障害などの
程度

身体障害者
手帳 上肢または視覚 １級

戦傷病者
手帳 上肢または視覚 特別項症～

第２項症

◆選挙管理委員会事務局o
（p042－438－4090）

納税通知書用封筒に掲載する
広告を募集

事業者

　地域経済の活性化と市の財源確保のた
め、平成27年度に使用する個人市・都
民税、固定資産税・都市計画税および軽
自動車税の納税通知書用封筒に広告掲載
を希望する事業者を募集します。
□封筒送付対象者　個人市・都民税（普
通徴収分）、固定資産税・都市計画税お
よび軽自動車税の納税義務者
□使用時期　平成27年４月～翌３月
□掲載料　募集要項のとおり
□印刷枚数　12万5,000枚
□募集期間　10月15日㈬～11月７日㈮

　現在、市では庁舎の統合整備に向けた取り組みを進めています。これまでの市
民説明会やパブリックコメントなどで寄せられたご意見を参考に、よくある質問
を取りまとめました。 ◆企画政策課n（p042－460－9800）

なぜ、庁舎統合が必要なのか
　現在の２庁舎体制には、①保谷庁舎
の老朽化への対応　②市民サービスへ
の影響　③職員の重複配置や庁舎間移
動などに伴う財政負担　④業務効率へ
の影響　の４つの課題があります。
　これらの課題と併せ、少子高齢化な
どの将来的な課題に対応するためにも、
庁舎統合が必要であると考えています。

庁舎の位置はどこになるのか
　庁舎統合について、現時点では、　
①田無庁舎統合案　②保谷庁舎統合案
③新たな用地統合案　の３案を選択肢
としています。位置の決定には、全市
的な議論を踏まえることが必要である
と考えており、今後、寄せられたご意
見を検証するとともに、改めて情報提
供をするなど丁寧な対応を重ね、今年
度中には庁舎の位置を含めた庁舎統合
方針の決定を予定しています。

いつ、庁舎を統合するのか
　庁舎統合時期の目標を平成35年度
までとし、今年度中に庁舎統合方針を
決定する予定です。なお、庁舎統合方
針の決定にあたっては、改めて市民説
明会などを実施します。
　統合方針の決定後、市民参加により
基本構想などの検討を行い、設計、工
事といった流れで進める予定です。

保谷庁舎は使えないのか
　保谷庁舎は昭和43年建築で、一般
的な耐用年数である50年まで残り４
年と迫っています。
　引き続き保谷庁舎を使い続けるため
には、設備の更新や施設改修が必要で
あり、多額の費用がかかることから、
２庁舎体制を継続することは財政的に
課題があると考えています。

庁舎統合FAQ
　対象となり得る方に対し、７月末か
ら順次申請書を送付しています。
　申請がお済みでない方は早めに申請
してください。詳細は、田無庁舎２階
給付金窓口または右記へお問い合わせ
ください。受付期間は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）

駅前放置自転車クリーンキャンペーン
困ります！ 自転車置きざり 知らんぷり

　自転車・バイクなどは手軽な交通手
段ですが、歩道や道路に置かれた放置
自転車は、歩行者の障害になるばかり
か、その道路を通行する自転車・自動
車にとっても危険です。
（例：放置自転車を避けるため歩行者が
車道に出て通行する。歩行者や自転車
の通行を妨げ衝突事故の原因になるなど）
　キャンペーン期間中、田無警察署・
西武鉄道・駅前商店会などの協力を得
て自転車の安全利用啓発活動を行いま

す。チラシ配布などの広報活動ととも
に、放置自転車・原付バイクなどは撤
去します。
　放置自転車のない、きれいで快適な
街づくりにご協力ください。
◆道路管理課o
（p042－438－4057）

　10月22日㈬～31日㈮の10日間、都内全域で「第31回駅前放置自転車クリー
ンキャンペーン」が実施されます。

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

確認じゃ！

厚生労働省給付金
キャラクター
カクニンジャ
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10月22日㈬のエフエム放送「西東京市からのお知らせ（84.2MHz）」の放送開始時間を変更します。　変更前…午後８時 → 変更後…午後９時

※申込方法や掲載基準など詳細は、市
kまたは下記へお問い合わせください。
◆市民税課n（p042－460－9826）

教育委員会事務事業
点検・評価の報告

その他

　西東京市教育委員会では、「地方教育
行政の組織及び運営に関する法律」第27
条の規定に基づき、教育委員会の事務事
業について点検・評価を行い、報告書を
作成しました。
　平成25年度における主な事務事業10
項目は、各項目における目標をおおむね
達成できました。「学校施設適正規模・

適正配置の検討」等の、継続的に取り組
んでいる大きな課題などは、引き続き実
施に向けた取り組みを進めていきます。
　報告書の詳細は、市kまたは情報公
開コーナー（両庁舎１階）でご覧ください。
◆教育企画課o（p042－438－4070）

 油・断・快適！下水道
～下水道に油を流さないで～
　キッチンから流れた油は、下水道管の
詰まりや悪臭の原因になります。
　鍋や食器に付いた油汚れは、洗う前に
拭き取りましょう。この行動が川や海の
良好な水環境につながります。
◆下水道課o
（p042－438－4060）

a10月28日㈫午後２時
b防災センター６階
c・e行政報告ほか・10人
◆教育企画課o（p042－438－4070）

傍　聴 教育委員会

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」、いわゆる「財政健全化法」は、１
年間の収支や将来負担に関する財政指標（①～④の健全化判断比率・⑤の資金不
足比率）を、監査委員の審査結果とともに議会に報告し、市民の皆さんに公表す
ることを義務づけています。これらの比率が国の定める「早期健全化基準」・「経
営健全化基準」を超える場合は、財政健全化計画や経営健全化計画を策定する義
務を負うなど、財政の健全化に向けた取り組みを行うことになります。
　平成25年度決算に基づく本市の健全化判断比率および資金不足比率は、全て
の指標において、各基準の範囲内となりました。
　市では、引き続き行財政改革を推進し、財政構造の弾力性・健全性をより一層
高め、市民サービスの維持・向上を図っていきます。
◆財政課n（p042－460－9802）

　市民の皆さんに市の財政状況や市税の現状をご理解いただくため、｢財政白書｣
と｢市税白書｣の最新版を作成しました。財政白書（平成25年度決算版）は財政課
（田無庁舎３階）、市税白書（平成25年度版）は市民税課（田無庁舎４階）で、また
いずれの白書も情報公開コーナー（両庁舎１階）で配布しています。市kでもご
覧になれます。
◆財政白書に関するお問い合わせ  財政課n（p042－460－9802）
◆市税白書に関するお問い合わせ  市民税課n（p042－460－9826）
 納税課n（p042－460－9831）
 資産税課n（p042－460－9829）

財政白書・市税白書を作成しました

健全化判断比率と資金不足比率を公表します平成25年度
決算に基づく

❖平成25年度決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率

健全段階
指標の整備と
情報開示の徹底

早期健全化段階
自主的な改善努力に
よる財政健全化

再生段階
国などの関与による
確実な再生

①実質赤字比率
（ ）内は実質黒字比率

②連結実質赤字比率
（ ）内は連結実質黒字比率

③実質公債費比率

④将来負担比率

（公営企業の経営健全化）

⑤資金不足比率
（ ）内は資金剰余比率

※①②における早期健全化基準は、
　市町村の財政規模などによって異なります。

－％
（2.1％）

早期健全化基準

経営健全化基準

財政再生基準

財政悪化

11.49％

16.49％

25.0％

350.0％

20.0％

30.0％

35.0％

連結実質赤字比率

－％
（3.90％）

－％
（5.85％）

0.4％

（公営企業の経営健全化）
19.9％

20.0％

(            )(              )(           )

❖健全化判断比率と資金不足比率
◇健全化判断比率 （単位：％）

健全化判断比率 早期健全化基準

①実質赤字比率 －
（実質黒字比率　3.90） 11.49

②連結実質赤字比率 －
（連結実質黒字比率　5.85） 16.49

③実質公債費比率 0.4   25.0
④将来負担比率 19.9 350.0
注： 実質赤字額または連結実質赤字額がない場合および実質公債費比率または将来負担
比率が算定されない場合は、「－」と表示しています。

注： （　）内には、実質収支または連結実質収支が黒字である場合の実質黒字比率または
連結実質黒字比率を表示しています。

◇資金不足比率 （単位：％）
特別会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準

⑤下水道事業特別会計 －
（資金剰余比率 2.1） 20.0

注：資金不足額がない場合は、「－」と表示しています。
注：（　）内には、資金剰余額がある場合の資金剰余比率を表示しています。

❖平成25年度における比率の対象
西東京市 一部事務組合

広域連合
地方三公社
第三セクター一般会計等 公営事業会計 公営企業会計

・一般会計
・ 中小企業従業員
退職金等共済
事業特別会計

・ 国民健康保険
特別会計

・ 駐車場事業
特別会計

・ 介護保険
特別会計

・ 後期高齢者医療
特別会計

・ 下水道事業
特別会計

・柳泉園組合
・ 東京たま
広域資源
循環組合

・ 東京市町村
総合事務組合

・ 多摩六都
科学館組合

・昭和病院組合
・ 東京都
後期高齢者
医療広域連合

・ 西東京市
土地開発
公社

①実質赤字比率
②連結実質赤字比率

③実質公債費比率
④将来負担比率
⑤資金不足比率

※標準財政規模　地方公共団体が、標準的な状態にあるときに通常収入されるで
あろう経常的な一般財源の規模を示すものです（臨時財政対策債の発行可能額を
含みます）。
※紙面の都合上、固有名詞である専門用語をやむなく使用しています。財政白書
では、家計に例えるなど、より平易な言葉での解説を加えていますので、そちら
をぜひご覧ください。

❖語句解説
①実質赤字比率
　一般会計等において、歳入から歳出
や翌年度に繰り越す財源などを差し引
いた額が赤字である場合、その赤字額
（実質赤字）の標準財政規模（※）に対す
る割合です。
②連結実質赤字比率
　特別会計を含めた全ての会計を対象
とした実質赤字（または資金不足額）の
標準財政規模に対する割合です。
③実質公債費比率
　一般会計等が負担する元利償還金な
ど（借入金返済のための元金と利子や、
一部事務組合への負担金・補助金のう

ち組合の借入金返済に充てたと認めら
れるものなど）の、標準財政規模を基本
とした額に対する割合です。
④将来負担比率
　一般会計等が将来負担すべき実質的
な負債（借入金の残高、一部事務組合
などの借入金返済に充てる負担等見込
額、職員退職手当支給予定額など）の、
標準財政規模を基本とした額に対する
割合です。
⑤資金不足比率
　公営企業会計において、資金不足額
がある場合、その不足額の公営企業の
事業規模に対する割合です。

■ひばりが丘中学校建替協議会
a10月20日㈪午前10時
b保谷東分庁舎
c・e委員の依頼および任命、協議会
の運営、今後の予定ほか・10人
◆教育企画課o（p042－438－4070）
■地域公共交通会議
a10月27日㈪午前10時～正午
b保谷庁舎４階
c・eはなバス乗降調査およびアンケー
ト調査結果を踏まえたはなバスの課題の
検討ほか・５人
◆都市計画課o（p042－438－4050）
■社会教育委員の会議
a10月27日㈪午後２時～４時

傍　聴 審議会など

b保谷庁舎３階
c・e今後の社会教育行政の運営体
制ほか・５人
◆社会教育課o（p042－438－4079）
■地域コミュニティ検討委員会
a10月30日㈭午後６時30分
b田無庁舎５階
c・e地域コミュニティ施策・５人
◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046）
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お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

11月の薬湯　～柿の葉湯～

　ビタミン豊富な柿の葉が、免疫力を高
め風邪や感染症を予防します。
a11月２日㈰
b庚申湯・松の湯・みどり湯・ゆパウザ
※小学生以下…入浴無料（保護者同伴）
j西東京市公衆浴場会
（庚申湯p042－465－0261）

シニア対象パソコン教室
11月 受講者募集

①パソコンの始め方と入力
a１日㈯午後１時～４時
g無料／i10月22日㈬まで

②パソコン入門講座（全４回）
a７・14・21・28日㈮の午前
g6,000円／i10月27日㈪まで

③ワード初級講座（全４回）
a４・11・18・25日㈫の午前
g6,000円／i10月22日㈬まで

④エクセル初級講座（全４回）
a４・11・18・25日㈫の午後
g6,000円／i10月22日㈬まで

⑤年賀ハガキ教室（本文）・⑥（宛名）
a６日㈭⑤午前・⑥午後
g各1,500円／i10月24日㈮まで

⑦パソコンの楽しい活用講座
　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。
a７・14・21・28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（詳細はセンターk参照）
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）

女性のための
ビジネスマッチング交流会

　「女性経営者ならではの悩みを共有し
相談し合える仲間が欲しい」。そんな思
いに応えるための会です。新たなパート
ナー企業の発掘やビジネスチャンス拡大
の場にしてください。
a11月14日㈮午後３時～５時
bイングビル３階
e30人（予定・申込順）
c①自己紹介ゲーム　②グループディ
スカッション　③各事業所一言PR
※その場で受発注は行いません。
i西東京創業支援・経営革新相談セン
ター（p042－461－6611）へ
j西東京商工会
（p042－424－3600）

「地域ふれあいバザー」
物品提供のお願い

　台所用品・冬物衣類・おもちゃ・古本・
CDなどの提供をお願いします（台所用
品・衣類は新品のみ）。電化製品・大型
家具などはお断りする場合もあります。
詳細は、福祉作業所kまたはjへ
□受付期間　11月14日㈮まで

◇バザー
a11月29日㈯午前10時30分～午後２
時30分
b・jほうや福祉作業所（ひばりが丘３
－１－23・p042－461－9816）

市民向け講習会「毛糸で帽子作り」

a11月22日㈯・29日㈯午前10時～午
後４時
bエコプラザ西東京
d18歳以上で棒針編みのできる方
e20人（申込順）
i11月18日㈫までに、jへ来所
j西東京市シルバー人材センター
（p042－425－6611）

司法書士・税理士による
無料法律相談会

a10月25日㈯午前10時～午後４時
bアスタビル２階センターコート　

　東京都最低賃金（地域別最低賃金）は、
10月１日㈬から時間額888円（引上額
19円）に改正されました。
　都内で労働者を使用する事業場およ
び事業場で働く労働者（都内の事業場
に派遣中の労働者を含む）全てに適用

されます。
※一部業種には、別に定める特定（産
業別）最低賃金が適用されます。
j東京労働局賃金課（p03－3512－
1614）・最低賃金総合相談支援セン
ター（p03－5678－6488）

※当日、直接会場へ
c不動産の相続・贈与・売買、借地借家、
遺言、成年後見、税務相談など

j東京司法書士会田無支部
（p042－312－3697）

市民公開講座
「なんとかしなきゃ、ピロリ菌！」

　市民の皆さんの健康増進を目的とし、
医師が「ピロリ菌」について解説します
（質疑応答あり）。
a11月15日㈯午後６時30分～８時30分
b保谷こもれびホール　
※当日、直接会場へ
e250人（先着順）
j西東京市医師会
（p042－421－4328）

在宅歯科健診モデル事業

　外出が困難な方も、自宅で歯科健診が
受けられます。健診後に治療や精密検査
が必要となる場合は、訪問歯科医師に相
談できます。
a11月10日㈪～29日㈯　
※詳細は個別に決定
c歯科健診・歯科相談（口の機能や飲み
込みについても含む）
d市内在住で、寝たきりや歩行困難な
どで通院による歯科健診が難しい方
e10人（先着順）
i10月16日㈭～31日㈮に電話でjへ
j西東京市歯科医師会
（p042－466－2033）

7522・8020表彰

　10月15日㈬現在で、ご自分の歯が①
75～79歳で22本以上　②80歳以上で
20本以上ある市民の方を表彰します。
　該当すると思われる方、または該当者
をご存じのご家族や知人の方は、かかり
つけ歯科医院（西東京市歯科医師会会員）
へご連絡ください。
※以前表彰されたことのある方は対象外
（ただし、①で表彰されたことのある方
が今回②の対象になることは可）
□診査期間　11月８日㈯まで

□診査方法　西東京市歯科医師会会員医

院・診療所で確認（無料）
❖表彰式
a11月16日㈰午前９時30分
b西東京市民会館
j西東京市歯科医師会
（p042－466－2033）

食品衛生実務講習会

a10月20日㈪午後２時～４時
b保谷こもれびホール　
※当日、直接会場へ
c食品衛生に関する最新情報など

d飲食店営業などの食品衛生責任者など

h筆記用具
j東京都多摩小平保健所
（p042－450－3111）

学校公開

　授業・施設見学、来年度入学希望者向
け説明会を実施します。
a10月28日㈫・29日㈬午前９時15分
～午後０時５分　
b・j都立田無特別支援学校（南町５－
15－５・p042－463－6262）

講座「能と妖怪－異界への招待」

a10月30日㈭午後２時40分～４時10分
b武蔵野大学　※当日、直接会場へ
c能の鬼女－般若と山姥
j武蔵野大学能楽資料センター（p042
－468－9742　※講座当日を除く月～
木曜日）

相続税の基礎講習会

　改正でどうなるのか、遺言信託とは何
かなど、税理士から相続税の基礎や改正
点が学べます。
a11月20日㈭午前10時～正午
b東村山青色申告会館（東村山市本町３
－８－16）
※車での来所はご遠慮ください。
e50人（申込順）
h電卓・筆記用具
i電話でjへ
j（一社）東村山青色申告会
（p042－394－4523）

a11月１日㈯午前９時～午後３時　
※小雨決行
b勝浦市営駐車場および臨港道路（勝
浦駅より徒歩５分）
c食の祭典・ステージパフォーマン

ス・友好都市紹介コーナーなど

j勝浦市観光商工課
（p・l0470－73－6641）
◆文化振興課o
（p042－438－4040）

東京都最低賃金を888円に引き上げ

a11月22日㈯午後５時キックオフ
b味の素スタジアム（京王線飛田給駅徒歩５分）
d市内在住の方
□試合・席種　FC東京 対 アルビレックス新潟戦・ホーム自由席
□招待人数　1,000人（申込多数の場合は抽選）
i10月30日㈭（必着）までに、往復はがきに代表者の住所・氏名・電話番号と同行
者全員の氏名を明記し、jの「FC東京 西東京市の日ご招待」係へ
※返信面に代表者の住所・氏名を記入　
※はがき１枚につき４人まで、１人１通のみ
□チケットのお渡し　11月10日㈪以降、スポーツセンター窓口にて当選はがきと
引き換え。申込者本人がお越しください。
jスポーツセンター(〒202－0013中町１－５－１・p042－425－0505　※午
前10時～午後５時・第１火曜日休館）

　FC東京では、東京都民銀行Day記念「西東京市の日」を実施します。
試合観戦のほか、物産展などを企画しています。

FC東京 東京都民銀行Day記念
「西東京市の日」ご招待！

友好都市

　FC東京では、東京都民銀行Day記念「西東京市の日」を実施します。

東京ドロンパ

かつうら魅力市 勝浦市
マスコット

キャラクター
カッピー
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からだと心の健康相談（保健師による電話相談）　p042－438－4087（平日午前９時～正午・午後１時～４時）　◆健康課

逸品ゼミナール
  西東京市民まつり  西東京市民まつり  西東京市民まつりin

■専門相談（予約制）
i10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、10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

10月22日㈬・28日㈫、11月６日㈭・７日㈮
午前９時～正午
※11月６日㈭は人権・身の上相談を兼ねる

o

10月23日㈭は午前９時～正午で、人権・身の上相談を兼
ねる
11月４日㈫・５日㈬午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n ★11月 ６日㈭

午前９時～正午
o ★10月23日㈭

税務相談
n 　10月24日㈮

午後１時30分～４時30分
o 　11月 ７日㈮

不動産相談
n 　11月 ６日㈭

午後１時30分～４時30分
o 　11月13日㈭

登記相談
n 　11月13日㈭

午後１時30分～４時30分
o 　11月20日㈭

表示登記相談
n 　11月13日㈭

午後１時30分～４時30分
o 　11月20日㈭

交通事故相談
n 　11月12日㈬

午後１時30分～４時
o ★10月22日㈬

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o 　11月10日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 o 　11月 ６日㈭ 午後１時30分～４時30分

相続・遺言・成年後見等
手続相談 o ★11月14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 月～金曜日　午前８時30分～午後５時

無料市民相談

市内の空間放射線量測定結果 （10月６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  10月  6日㈪ 0.054 0.063

東部 なかまち保育園 中町    9月30日㈫ 0.041 0.043

中央部 田無第二中学校 北原町  10月  1日㈬ 0.063 0.055

西部 田無第三中学校 西原町  10月  2日㈭ 0.048 0.051

南西部 田無市民公園 向台町  10月  3日㈮ 0.038 0.030

南部 武蔵野大学（協力） 新町  10月  1日㈬ 0.057 0.064

微小粒子状物質（PM2.5）測定結果 （10月６日現在）

測定日
測定場所

9月
30日㈫

10月
1日㈬

10月
2日㈭

10月
3日㈮

10月
4日㈯

10月
5日㈰

10月
6日㈪

田無町局
（西東京市民会館） 24.0 18.0 20.4 17.2 16.5 7.3 2.8 

下保谷局
（保谷第一小学校） 23.9 19.8 22.0 18.9 17.0 9.4 5.3 

　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／㎥）

※次回は、11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）

b西東京いこいの森公園 一店逸品事
業特設テント
i事前に電話でjへ

j西東京商工会
（p042－424－3600）
◆産業振興課o
（p042－438－4041）

日時 内容・対象 定員 講師（店舗名）

11月
８日
㈯

午前10時30分～
11時30分

はんこ消しゴムで作る日本画
クリスマスカード
dどなたでも

12人 佐藤紘雄さん

(ル・クール社)

午後１時～２時 ミニ畳づくり
d小学４年生以上   6人 片桐幸雄さん

(タタミショップ新幸)

９日
㈰

午前10時～11時 My箸づくり
d小学１年生以上 12人 チームおかにわ

（岡庭建設）

午後１時～２時 革のキーケースづくり
d小学５年生以上 10人

橋本直巳さん

(手創りかばん工房
クラクフ)

　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展開しています。
　逸品ゼミナールは、一店逸品事業の認定商品を取り扱うお店の店主が講師とな
り、その技術や知識、商品の魅力を皆さんにお伝えするワークショップイベント
です。今回は、平成25年度に認定した商品を取り扱うお店の協力を得て、市民
まつり会場で開催します。

西東京市一店逸品事業

j田無警察署（p042－467－0110）　◆危機管理室o（p042－438－4010）

振り込め詐欺にご注意！ 110番通報を!！

　また、請求者は弁護士事務所や法務省
が許可した債権回収業者、または類似の
名称を名乗るケースもありますが、請求
の詳しい根拠は記載されていません。名
簿など何らかの情報を入手した業者がア
トランダムに送信していると思われます。
　連絡をすると、住所・氏名・勤務先な
ど個人情報を聞き出されたり、数日以内
に支払わなければ請求額が高額になると
支払いをせかされたりするケースも見受
けられます。
　利用した覚えがないのであれば、こち
らから連絡はしないようにしましょう。
　詳細はお問い合わせください。
◆消費者センター
（p042－425－4040）

　携帯電話に「以前あなたの携帯
端末から登録された有料情報サイ

トの退会手続きがされていないため、利
用料が発生している。至急支払わなけれ
ば法的手続きに移行するので連絡を」と
いうメールが突然届いた。しかし有料サ
イトに登録した記憶はない。どうすれば
よいか。

　登録した記憶がないのであれば
架空請求の可能性が高いと思われ

ます。
　架空請求では振り込め詐欺と同様、「裁
判」「財産の差し押さえ」「身辺調査」など
の言葉で不安をあおりますが、実際に裁
判所から通知が届いたとの報告はありま
せん。

消費生活相談

利用した覚えのないサイトから
突然請求が…
Q

A

Q&A

お
金
は

信
頼
の
で
き
る
者
が

と
り
に
行
く
か
ら
。

カ
バ
ン
を
な
く
し
た

今
日
中
に

お
金
が
必
要
だ！
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平成26年10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

「事業名」申し込み
①住所
②氏名（ふりがな）
③生年月日（年齢）
④電話番号　

※骨力アップ教室の保育を希望の場
合は、子どもの氏名・生年月日

A はがき・Eメール
「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

B 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

19日
佐々総合病院
田無町４－24－15
p042－461－1535

廣川クリニック
東町４－８－28　
JUN西東京市101
p042－425－6476

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。

26日
保谷厚生病院
栄町１－17－18
p042－424－6640

こみち内科クリニック
芝久保町１－５－８　
ハイネス田無弐番館104
p042－450－6731

※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

19日
山口歯科医院
ひばりが丘１－５－12
p042－421－4029

ニイヤマ歯科
田無町６－６－31
p042－465－8666

26日
天野歯科医院
南町２－８－８
p042－461－8672

神田歯科医院
緑町３－５－30
p042－466－3234

 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

■５歳児歯科健診　終了間近！
a10月31日㈮まで

d平成21年４月２日～翌４月１日生まれ
※個別通知を７月末にお送りしました。
転入などの方は、ご連絡ください。

■乳がん・子宮頸がん検診　10月末ま
で申込期間を延長します
　今年度最後の募集です。２年に１度の
検診機会ですので、まだ申し込んでいな
い対象年齢の方は、ぜひお申し込みくだ
さい。
□子宮頸がん検診　
d平成27年３月31日現在、偶数年齢で
20歳以上の女性　
□乳がん検診　
d平成27年３月31日現在、偶数年齢で
40歳以上の女性
※要申込。詳細は、市報９月15日号・
市kなどをご覧ください。

■自殺予防ミュージカル「やまない雨」
　NPO法人「社会貢献ミュージカル振興
会」による、うつ病を題材にしたミュー
ジカルです。うつ病は誰にでも起こり得
る身近な病気です。ミュージカルを通し
てこころの健康について一緒に考えてみ
ませんか。
a11月22日㈯①午後２時　②午後６時
b西東京市民会館
d都内在住・在勤・在学の方
e各回500人（申込順）
i10月15日㈬～11月19日㈬に、電話・
ファクス・Eメールで、件名「11月22日 
ミュージカル」・代表者氏名・電話番号・
人数・観劇希望時間（午後２時または６
時）を添えて下記へ
※当日申込も受付予定
◆健康課o
（p042－438－4037・l042－422－
7309・mseijin-hoken@city.nishitokyo.
lg.jp）

健 康 ガ イ ド

◆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。

a10月20日㈪・27日㈪、
11月10日㈪・17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
a10月21日㈫、11月４日㈫・18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 ３歳児健康診査
a10月22日㈬・29日㈬、11月12日㈬・
26日㈬
※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）

　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・b10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
11月25日㈫受付：午前９時30分～
11時・田無総合福祉センター
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・b10月28日㈫・保谷保健福祉総合センター
11月25日㈫・田無総合福祉センター
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

a10月16日㈭・30日㈭、
11月６日㈭・20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

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】

11月７日㈮午前10時～11時30分／
保谷保健福祉総合センター

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

10月24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）。

11月４日㈫午前10時～11時30分／
保谷保健福祉総合センター

栄養相談
【管理栄養士による相談】

11月10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）

11月６日㈭までに電話予約

11月12日㈬午前９時～正午／
田無総合福祉センター 11月７日㈮までに電話予約

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】

11月５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】

11月５日㈬午後２時30分～４時30分
11月20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

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
第11コース　11月21日㈮、12月６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10コース：２月８日～３月14日
第11コース：２月22日～４月18日

往復はがきまたはEメール（記入例B参照）
m fami-boshi＠city.nishitokyo.lg.jp
申込期間（消印有効）　
第10コース：10月24日㈮まで

第11コース：10月27日㈪～11月７日㈮

a11月７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）
d・e５～12歳ぐらい・12人（申込順）

i10月15日㈬午前８時30分～11月
４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～
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大腸がん・前立腺がん検診は、12月19日㈮まで申込受付中。　詳細は、市kをご覧ください。　◆健康課

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。

高齢者福祉大会

a11月６日㈭午前10時～午後４時
b保谷こもれびホール　
※当日、直接会場へ
d市内在住の60歳以上の方
□第１部　式典・公演
①バイオリン漫談（マグナム小林さん）

②お笑いものまね歌謡ショー（鮎川ゆきさん）
□第２部　演芸（市内各高齢者クラブ）
j西東京市社会福祉協議会
（p042－438－3773）
◆高齢者支援課o
（p042－438－4102）

ささえあい訪問サービス

❖サービスを利用してみませんか
　ささえあい訪問協力員養成研修を受講
した地域のボランティア（ささえあい訪
問協力員）が、定期的な見守りを行います。
d市内在住のおおむね65歳以上の一人
暮らしの方で、家族・友人などからの見
守りが少ない方（訪問調査のうえ決定）
c①週１回の外からの見守り（新聞がた
まっていないかの確認など）　
②月１回の玄関までの訪問
□利用期間　サービス開始から１年間。
利用者からの申し出がない場合は､ 自動
的に１年延長
i担当の地域包括支援センターまたは
高齢者支援課へご連絡ください。

❖ささえあい訪問協力員養成研修
　ボランティアとして協力してくださる方
を募集します。研修受講後に登録した方
には、協力員として活動してもらいます。
a11月19日㈬午後１時～４時30分
b保谷庁舎４階
d市内在住で、要介護・要支援の認定
を受けていない方
e40人（申込多数の場合は抽選）
i11月７日㈮（必着）までに、はがきに
住所・氏名・年齢・電話番号を明記し、
〒202－8555市役所高齢者支援課「さ
さえあい訪問協力員養成研修」係へ
◆高齢者支援課o
（p042－438－4029）

第２回 市民介護講習会

　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をテーマとした講
習会です。
a11月５日㈬・６日㈭・７日㈮午前10
時～午後３時（全３回）
b特別養護老人ホームクレイン（西原町
４－３－５）
d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・ボランティアとして活動したい方

e20人（申込順）
i10月31日㈮までに、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、「第２回市民介護講習会」係
へ
◆高齢者支援課o
（p042－438－4028・l042－438－
2827・m f-kourei@city.nishitokyo.
lg.jp）

高齢者のための「歩いて見る会」
～玉川上水散策とこもれびの足湯～

a10月31日㈮午前９時30分
b鷹の台駅集合（解散は午後０時30分ごろ）
※小雨決行
□コース（約６㎞・３時間程度）　鷹の台
駅→ふれあい下水道館→こもれびの足湯
→小平監視所（取水）→東大和市駅（解散）
d市内在住の60歳以上の方
e30人（申込順）
i10月16日㈭から直接、各福祉会館・

老人福祉センター・住吉老人福祉セン
ター・老人憩いの家へ（電話受付は不可）
※受付：午前９時～午後４時（休館日を
除く）
j西東京市社会福祉協議会
（p042－438－3773）
◆高齢者支援課o
（p042－438－4102）

「介護の日」イベント
「地域包括ケアシステム」ってどんなこと？ PART２

第6回 a11月11日㈫午前11時～午後５時　
bアスタビル２階センターコート

～広げよう、介護予防の笑顔の輪、もっと知ろう、みんなでささえあうまち、西東京市～

トークショー高齢者疑似体験

～広げよう、介護予防の笑顔の輪、もっと知ろう、みんなでささえあうまち、西東京市～

介護川柳

　　　　　   とは…介  護  の  日

　介護についての理解と認識を深め、
介護に関わる方の支援と、地域での
支え合いや交流を促進するため、平
成20年に国が「11月11日」（いい日い
い日）を｢介護の日｣と制定しました。

❖プログラム
□午前11時20分　西東京しゃきしゃき
体操実演
□正午　介護予防運動（西東京市接骨師会）
□午後０時30分　足指力・握力測定、こ
ころとからだのチェック（地域包括支援
センター）
□午後１時　おくすり相談（西東京市薬
剤師会）　※午後３時まで

□午後１時10分　ささえあいネットワー

ク・ふれあいのまちづくりPR
□午後１時30分　トークショー「地域包
括ケアシステムって何？～ご存じです
か？あなたを包む支援の輪～」
　地域を支える医療・保健・福祉の関係
団体の取り組みについて報告します。
□午後２時30分　高齢者疑似体験（東京
都理学療法士協会）、福祉用具デモンス
トレーション、足指力・握力測定ほか

❖展示
福祉用具・住宅改修展示（西東京市介護保
険連絡協議会）、西東京市社会資源マップ、
社会福祉協議会活動紹介、介護川柳ほか

※介護川柳募集中。10月17日㈮（消印
有効）まで。詳細は、市報10月１日号をご
覧ください。
□共催　西東京市社会福祉協議会
◆高齢者支援課o
（p042－438－4032）

 読書の秋、食欲の秋、健康の秋キャンペーンはまだまだ続く！
健康づくりキャンペーン第２弾

「いこいーな」
も参加するよ

11月のイベント情報
❖受けっぱなしはモッタイナイ！「健
診をうけたあとの、からだ元気講座」
a11月18日㈫午後１時から２時間程
度
b田無総合福祉センター
c健診を受けた後に聞きたい健診結
果の見方や食事に関する話
d市内在住で一般健康診査・特定健
康診査を受けた方
e50人（申込順）
□申込期限　11月12日㈬まで

❖骨活はじめて女子力ＵＰ「骨力アッ
プ教室」（運動編）
a11月28日㈮午後１時30分から２時
間30分程度
b田無総合福祉センター
c骨粗しょう症予防のための運動講
義・実技
d市内在住の運動制限のない女性で、
特に、偏った食習慣・運動不足の方など

e30人程度（申込順）
□申込期限　11月25日㈫まで

※未就学児の保育あり。希望者はお子
さんの氏名・生年月日を明記
❖「骨力アップ教室」（基礎編）の申し込
みも継続中
a11月７日㈮午後１時30分から２時
間程度
※申込方法など詳細は、市報10月１
日号をご覧ください。

◇共通事項
i電話・はがき・Eメール（６面の記
入例A参照）で下記へ
◆健康課o
（p042－438－4037・mseijin-hoken
@city.nishitokyo.lg.jp）
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キッズルーム 子育て世代向け情報
※市からの連絡帳も
　ご覧ください。

　日本水泳連盟による検定で、年齢別・性別の基準タイムをクリアすると認定さ
れます。この機会に自分の泳力成果を試してみませんか。

a11月24日㉁午前９時30分～午後２時
bスポーツセンター
d市内在住・在勤・在学の方
e100人（申込順）
g１種目につき1,000円
※１人につき２種目まで

□認定　基準のタイムをクリアし、泳
法に問題がなければ合格。合格者には
日本水泳連盟より認定証・認定バッジ
が授与されます。
※２種目受講した方でいずれも合格し
た場合は、上級部分の認定のみになり
ますのでご了承ください。

i11月16日㈰午後８時までに、申込
用紙に必要事項を記入しjへ
※申込用紙は10月15日㈬からjで配布
※種目変更などの連絡期限も同様
※泳力検定会のため、11月24日㉁午
前９時～午後３時はスポーツセンター
温水プールの一般遊泳はできません。
□共催　MTNT共同事業体
jスポーツセンター
（p042－425－0505）
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081)

泳 力 検 定 会

子ども・子育て支援新制度がスタートします
　平成24年８月、少子化や待機児童問題などといった子ども・子育てをめぐる
さまざまな課題を解決するために「子ども・子育て支援法」をはじめとする子ども・
子育て関連３法が成立したことを受け、子どもが笑顔で成長し、全ての家庭が安
心して子育てができるように、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援を総
合的に推進するための「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年４月から開始
する予定です。
　新制度の具体的な取り組みの実施主体は市町村とされており、西東京市も新制
度開始に向けて市民の皆さんの子育て状況やニーズを把握し、それに基づいた事
業計画の策定準備を「子ども子育て審議会」の意見を踏まえながら進めています。
※新制度の仕組みや手続きの変更点など詳細は、市報11月１日号に掲載予定です。
◆子育て支援課n（p042－460－9841）

平成27年４月幼稚園など
入園児募集

□願書配布　10月15日㈬から

□申込受付　11月１日㈯から

□申込先　各幼稚園
j直接、希望する幼稚園へ
こみね幼稚園 （p042－465－7716）

田無いづみ幼稚園（p042－461－8466）

田無富士見幼稚園（p042－461－9553）

田無向ヶ丘幼稚園（p042－463－5492）

つくし幼稚園 （p042－421－1551）

東京女子学院幼稚園（p042－461－1783）

ひなぎく幼稚園 （p042－421－6058）

ひばりヶ丘幼稚園（p042－461－3876）

宝樹院幼稚園 （p042－421－1210）

みどりが丘保谷幼稚園（p042－421－2678）

武蔵野大学附属幼稚園（p042－468－3170）

明成幼稚園 （p042－461－8517）

谷戸幼稚園 （p042－421－4940）

私立幼児教育機関園児
□用紙配布　10月15日㈬から

j幼児園どんぐりころころ
（p090－2638－2100）
※たんぽぽ幼児クラブでは平成27年
度の募集は行いません。

◆子育て支援課n
（p042－460－9841）

幼稚園類似施設園児
□用紙配布　10月15日㈬から

j直接、希望する幼稚園類似施設へ
こひつじ園 （p042－421－6085）

たんぽぽ幼児教室（p042－461－0040）

サフラン愛児園（p042－464－2032）

a11月29日㈯午後２時～４時30分
b早稲田大学高等学院
（練馬区上石神井３－31－１）
d市内在住・在学の小学生（要保護者同伴）
i10月22日㈬午後５時（必着）までに、
往復はがきに講座名・学校名・学年・住所・
児童氏名（ふりがな）・電話番号・同伴の保

護者氏名（ふりがな）を明記し、〒202－
8555市役所教育企画課へ郵送または持参
※申込多数の場合は抽選
※教室への参加は、年度内に１回のみ
（第１回教室に参加した方は申込不可）
※詳細は、市kをご覧ください。
◆教育企画課o（p042－438－4070）

第２回 理科・算数だいすき実験教室
（早稲田大学連携事業）

　めぐみちゃんメニューの材料になる市内
産農産物の収穫と試食を体験しませんか。
a11月29日㈯午前９時～正午
b市内農家宅（保谷駅周辺）
d市内在住の５歳児～小学生と保護者
（２人１組）
e10組（申込多数の場合は抽選）
g１人につき500円（材料費）
i11月14日㈮（必着）までに、往復はが
きに住所・子どもの氏名（ふりがな）・年
齢・保護者氏名（ふりがな）・電話番号を
明記しjへ

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〒108－0073
港区三田３－２－８Net２三田ビル・
p03－6823－1234　※月・水・金曜
日午前10時～午後５時）
◆産業振興課o（p042－438－4044）

めぐみちゃんメニュー事業　ちびっこファーマーめぐみちゃんメニュー事業　ちびっこファーマー

講座名 対象学年・定員 費用

講座１  自然のエネルギーを考えよう～風力発電・太陽
光発電の仕組みと風力発電機の製作～ 小学３年生以上・30人 800円

講座２  人工イクラとカルメ焼き～液体から固体への状
態変化を楽しく学ぼう～ 小学４年生以上・16人 600円

講座３  作って飛ばそう！～紙ジャイロと発射装置の作
製～ 小学４年生以上・20人 300円

講座４  コハクを知ろう～若いコハクをみがいて化石に
なった虫を見つけよう～ 小学３年生以上・16人 800円

o p

私立幼稚園園児

　入園申込書類の配布・受付・結果発表の予定などをお知らせします。
❖まずはこちらをお読みください
①新たに保育園などに入園を希望する方、現在保育園に入園中で平成27年４月
からほかの保育園などに入園を希望する方（転園希望者）が対象となります。
②平成26年度の入園申込をしている方も、平成27年４月からの入園をご希望の
場合は、必ず再度申し込みをしてください。
③市外の施設の入園申込方法は、施設がある市区町村によって変わります。必ず
施設がある市区町村にご確認ください。
④平成27年度の新制度開始に向けて、入園申込対象となる保育園などが変わり
ます。詳細は、市報11月１日号に掲載予定です。

　来年４月の市内幼稚園などの入園希望者を募集します。 □就労証明書などの書式
　就労などの証明書の書式を、申込書
の配布よりも前に配布します。取得に
時間がかかる方は、あらかじめ申込受
付開始前からご用意ください。
❖配布書類
就労・就労予定・育児休業取得・復職 
証明書
a10月15日㈬から

b保育課（田無庁舎１階）
※市kからもダウンロード可
d雇用されて就労している方・採用内定中の方・育児休業中の方
※自営業を含め、このほかの状況の方は11月４日㈫以降の配布書類をご利用く
ださい。
□申込書・案内の配布と申込受付（１次）
a・b11月４日㈫～12月５日㈮の平日および11月22日・29日㈯午前８時30分～
午後７時（土曜日は午後５時まで）・保育課（田無庁舎１階）
11月17日㈪～22日㈯午前９時～午後５時・保谷庁舎特設窓口（庁舎２階予定）
11月４日㈫からの平日・市内各保育園　※配布のみ、受付不可
※田無庁舎および各保育園の配布は、12月８日㈪以降も継続します。
i申込書類を〒188－8666市役所保育課へ郵送または持参
❖郵送時の注意点
①受付確認の控え書類が必要な方は、82円切手を貼付した返信用封筒１枚を同
封してください。
②受付期間内の消印有効です。期間経過分は次回募集からの申し込みとして受け
付けます。余裕をもって発送してください。（例：１次→２次、２次→５月入園）
◆保育課n（p042－460－9842）

平成27年４月保育園など
入園児募集スケジュール

日程 内容
10月15日㈬ 就労証明書などの書式

配布開始
11月４日㈫ 申込書・案内配布開始

受付開始（１次）
12月５日㈮ 受付終了（１次）
12月８日㈪ 受付開始（２次）
平成27年
１月末～２月上旬 入園選考結果通知（１次）
２月中旬～下旬 受付終了（２次）
３月上旬～中旬 入園選考結果通知（２次）

□保育園入園申込スケジュール

西東京市農産物キャラクター「めぐみちゃん」
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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

イベント NEWS  西東京をもっと楽しむ情報満載！

  

　福祉会館で活動しているサークルの
作品を下記の日程で展示します。普段
の活動の成果をぜひご覧ください。
□ひばりが丘福祉会館
a10月24日㈮～26日㈰
jp042－424－0262
□新町福祉会館
a10月28日㈫～31日㈮
jp0422－55－1781
□下保谷福祉会館
a10月29日㈬～31日㈮
jp042－422－8338
□富士町福祉会館
a10月31日㈮～11月２日㈰
jp042－465－9350
※開催時間など詳細は、各館にお問い
合わせください。
◆高齢者支援課o（p042－438－4102）

　暮らす・食べる・楽しむ・育てるの
４つをテーマに、環境先進社会といわ
れる江戸も参考にしながら、植物パ
ワーや生活の知恵を学びます。
d・e市内在住・在勤・在学の18歳
以上の方・40人（申込順）
i10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価値の多様化と国家の誇り
e150人（先着順）
◆選挙管理委員会事務局o
（p042－438－4090）

　日本で初めて世界自然遺産に登録さ
れた白神山地。その魅力と価値を映像
を通して探ります。上映後は、感想会
を予定しています。
※本のリユース活動「みんなの本棚市」
も同時開催（エコプラザ西東京協力員
「書籍・映像チーム」の有志活動）
d市内在住・在勤・在学の小学生以上
e50人（申込順）
i10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）

　武蔵野の面影を残す西東京市は、文
学の世界でどのように描かれているの
でしょうか。武蔵野大学の学生たちと
ともに歩き、松本清張・茨木のり子・

五木寛之など、この街と関わりの深い
方が描いた街の表情や場面を、映像や
パネルで紹介します。
j学びの郷（p042－460－5060）
◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046）

　読書の秋。朗読・語りなどのグルー
プが、たくさんの作品を携えて集合し
ます。今年は特別企画として、青年俳
優座を主宰している山崎巌さんの指導
による「朗読ワークショップ」を開催し
ます。
□11月８日㈯午後１時　語りの会 イ
ーハトーブ
午後３時　市民劇団ボノボ（有料）
□11月９日㈰午後１時　朗読「草の会」
午後３時　ぐるーぷ「楯岡組」
□11月15日㈯午後１時　朗読の会 た
まゆら
午後３時　特別企画「朗読ワークショップ」
午後４時30分　青年俳優座プロデュース
□11月16日㈰午後１時　おはなしいっぱい
午後３時　賢治の会（有料）

※詳細は、jへお問い合わせください。
j西東京市民会館
（p042－463－5381）
◆文化振興課o
（p042－438－4040）

　本場カレー作り・演奏会・NPO見
学ツアーなどを通して、地域デビュー
のきっかけをつくりませんか。
d市内在住で地域活動に興味のある方
e50人（申込順）
g500円（昼食代）
i前日までに、電話・ファクス・Eメー
ルで、件名「お父さんお帰りなさいパー
ティー」・住所・氏名（ふりがな）・電
話番号を添えてjへ
j市民協働推進センター（p042－4
97－6950・l042－497－6951・
myumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp）
◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046）

NPO等企画提案事業
「駅前で学ぶ課外事業Part ３」
西東京と紡ぐ文学
11月３日㈷ 正午～午後６時
　  ・４日㈫ 午前10時～午後５時
アスタビル２階センターコート

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。

環境講座
暮らしと植物 ～江戸の粋～
10月25日㈯ 午後１時30分～３時30分
エコプラザ西東京

明るい選挙啓発講演会

10月28日㈫ 午後１時30分～４時
コール田無　※当日、直接会場へ

上映会と本棚市
～世界遺産！白神山地～
11月２日㈰ 午後１時30分～３時
エコプラザ西東京

福祉会館作品展示会

10月24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

第２回お父さんお帰りなさい
パーティー　～会社人間から地域社
会へようこそ！～

11月22日㈯ ①午前10時30分～午後４
時（調理教室参加の場合）②午前11時30分
～午後０時30分（昼食会からの参加の場合）
田無公民館・きらっと

11月２日㈰
午前９時ごろ～正午
田無庁舎市民広場
※環境保護のため徒歩・自転車
での来場にご協力ください。
※当日、地元産の野菜の販売、
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）

資源物の実験持込回収
　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。なお、りさいくる市が
中止の場合は、回収もしません。

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 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。）※ごみ資源化

市民会議主催

り る市いさ るく
※雨天中止

第５回 朗読フェスティバル
in 西東京市民会館
11月８日～16日の土・日曜日 
西東京市民会館　※当日、直接会場へ

　「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。
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●住民登録 （うち外国人住民）
人口／19万8,026人（ 40増） 人口／3,170人
男 ／９万6,921人 （ 16減） 男 ／1,480人
女 ／10万1,105人（ 56増） 女 ／1,690人
世帯／９万2,464 （ 51増） 世帯／1,529平成26年10月１日現在（　）は先月比

人口と世帯
総人口 19万8,026人
（40増）

　第３回は、「屋敷林と畑のコース（3.6
㎞）」を歩きます。
a10月22日㈬午前９時30分～正午予定
b集合・解散：東伏見駅北口
※当日、直接集合場所へ（雨天中止）
h水筒・雨具など

◆みどり公園課o（p042－438－4045）

　秋のよき日に多摩湖まで歩き一緒に汗
を流しませんか。
a11月３日㈷午前９時出発予定
※受付：８時25分から、出発式：８時45
分から、小雨決行・雨天中止
b田無庁舎集合（駐車場利用不可）
□コース　田無庁舎→多摩湖（約13㎞）
のウオークラリー
※到着後随時解散（最終午後２時ごろ）
最寄り駅は西武山口線西武遊園地駅
d市内在住・在勤・在学の方（小学３年
生以下は保護者同伴）
g100円（保険代）・帰りの交通費
h昼食・水筒・おやつ・雨具・敷物など

i児童青少年課（田無庁舎１階）・保谷
庁舎１階受付にある申込書に必要事項を
記入し、当日持参
□共催　西東京市青少年育成会連絡会・
第13回「歩け歩け会」実行委員会
j事務局（橋本p090－1704－6275）
◆児童青少年課n（p042－460－9843）

　市街化に伴い減少する緑。散策しなが

ら緑の重要性を再認識してみませんか。
a11月13日㈭午前10時～午後３時予定
b集合・解散：西武多摩川線新小金井
駅　※小雨決行
□コース　新小金井駅→野川栗橋→都立
武蔵野公園入り口→苗園→くじら山→野川
遊歩道→野川公園自然観察センター→自
然観察園→大芝生→新小金井駅（約５km）
※途中、昼食休憩あり。天候などにより
コース・時間が変更になることがあります。
d市内在住・在勤の18歳以上の方
e40人（申込多数の場合は抽選）
i10月28日㈫（必着）までに、往復はが
きに住所・氏名・年齢・性別・電話番号
を明記し、〒202－8555市役所みどり
公園課「自然観察会参加希望」係へ
※はがき１枚に複数名の記入可
◆みどり公園課o（p042－438－4045）

a11月15日㈯午前８時30分
b田無庁舎集合
※小雨決行・荒天延期11月22日㈯
□コース　田無庁舎→桜橋（玉川上水）→
本村公園→水源の森→井口院（雨乞弥勒
菩薩）→野崎八幡前→深大寺（約8.5㎞）
①スタスタコース（午前11時30分解散予
定）　②ゆっくりコース（正午解散予定）
d市内在住・在勤・在学の小学生以上（小
学生は保護者同伴）
e60人（申込順）
g・h帰りの交通費・歩きやすい靴と
服装、雨具、タオル、飲み物など

i10月31日㈮（必着）までに、往復はが
きに参加者全員の住所・氏名・年齢・性
別・電話番号・希望コース（①または②）
を明記し、〒202－8555市役所スポー
ツ振興課「深大寺ウオーキング」係へ
◆スポーツ振興課o（p042－438－4081）

　市内で育った苗木を使って、緑化事
業者の皆さんが講習会・デモンスト
レーションなどを行います。参加者は
講習会などでご自分が使用した苗木を
持ち帰ることができます。自分で作る
「緑」の魅力を、ぜひ体験してください。
a11月22日㈯①午前９時　②午前
11時　※雨天決行
b向台公園（向台町２－５）
※駐車場なし
d市内在住の小学生以上（小学生は保
護者同伴）
e各回100人（申込多数の場合は抽選）
h動きやすい服装・手袋
c①グリーン・プロ講習会　自宅な
どで植栽する植木を長く育てることが
できるように、「植木のプロ」の指導を
受けることができます。
②樹木アレンジメント教室　ガーデニ
ング・ポットに植木などを植栽し、指
導を受けながらアレンジメントを行い
ます。ポットと併せて持ち帰ることが
できます。

③植木【プロの技】デモンストレーショ
ン　目の前で、職人の技を見ることが
できます。
④もっと身近に！市内農業講座　市内
の植木の圃場や、農業全般を紹介する
ビデオ上映などを行います。
i11月12日㈬（必着）までに、往復は
がきに参加希望の回（①または②）・参
加者全員の住所・氏名・電話番号を明
記し、〒202－8555市役所産業振興課
へ（代表者名には「代表者」と明記し、返
信面にも代表者の住所・氏名を記入）
※はがき１枚につき２人まで

◆産業振興課o（p042－438－4044）

緑のアカデミー
～職人の技と緑のふれあい～

毎回大盛況なイベントの様子

　市内産の花を使って、寄せ植えに
挑戦してみませんか。
a11月17日㈪午前10時～正午
b消費者センター・市内農家
d市内在住で寄せ植えに関心のあ
る方　※初心者向け
e15人（申込多数の場合は、今回初
参加の方を優先し抽選）
g900円（材料費）
i10月26日㈰（必着）までに、往復
はがき・ファクス・Eメールで、件
名「寄せ植え講座」・住所・氏名・電
話番号・返信先ファクス番号（ファ
クスの場合）を明記し、下記へ
◆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）

　下保谷四丁目特別緑地保全地区に
おいて、ボランティアとの協働によ
る苗木の植樹会を行います（植樹作
業は、土入れ程度）。綿あめコーナー
の設置や特別緑地の案内なども予定
しています。
a11月１日㈯午前10時～正午ごろ

（集合：午前９時45分・下保谷四丁
目特別緑地保全地区正面入り口）　
※雨天中止
d市内在住・在勤の方（小学生以下
は保護者同伴）
e20人程度
h動きやすい服装・軍手
i10月29日㈬までに電話で下記へ
□共催　高橋家屋敷林を保存する会・
荒屋敷自治会・白梅子ども育成会
◆みどり公園課o
（p042－438－4045）

緑のいやしを身近に！
寄せ植え体験講座 苗木の植樹会

多摩六都科学館ナビ
20th

　期間限定で利用料金を割り引きます。ご本人の年齢を確認できるもの（免許証・
健康保険証など）を発券窓口に提示してください（ほかの割引との併用は不可）。
a10月15日㈬～12月26日㈮の平日
d60歳以上
g入館券（展示室）500円→400円、観覧付き入館券1,000円→800円、セット券
1,400円→1,200円

　富士山と自然が織りなす美しい景色をドーム映像で映し出します。星降る夜空
と流れる雲の表情、雄大な富士の姿を幻想的な音楽とともにお楽しみください。
a10月15日㈬から　午後２時30分（上映約35分）
g観覧付入館券　大人1,000円、4歳～高校生400円

j多摩六都科学館（p042－469－6100）　※月曜日休館

平日限定！60歳以上割引キャンペーン

ネイチャーリウム　
富士の星暦 ～日本の最高峰を知る～

大型映像

秋を歩こう
みどりの散策路を歩こう

第13回　歩け歩け会

都立野川公園の自然観察園と
湧水をたずねて

市民体力づくり教室
 「秋の深大寺ウオーキング」
～田無から、ゆったり歩いて、

水と緑と蕎
そ

麦
ば

の里へ～

市内の情報をお届けします

まちを楽しむ編
大好きです

西東京

□公園内のデッキから見る電車
　デッキから見る電車の風景です。横
から見るとき特有の電車が通る風や音
を体感できます。乗り物好きなお子さ
んなどは特に楽しめるでしょう。
◆秘書広報課n（p042－460－9804）

デッキ外観

□ 千駄山ふれあい歩道橋から見る電車
　歩道橋からは、真下を通り抜ける電
車の天井や正面など、普段は見ること
のできない迫力ある光景が見られます。
遠くを見渡すと東伏見駅～西武柳沢駅
区間を運行する電車も見られます。

歩道橋の上で

　平成25年に一部開園した都立東伏見
公園は、西武新宿線の南、東伏見駅と
西武柳沢駅の間に位置しており、道路
事業（調布保谷線）・公園事業（東伏見公
園）・河川事業（石神井川）の３事業が連
携した多摩地区での先行的な取り組み
が行われている公園です。公園には緑
豊かな東伏見稲荷神社の森や石神井川
が隣接するなど、緑と水に恵まれた立

地条件にあるため、周辺環境の保全や
調和に配慮した整備が行われています。
　現在は、のびのびと体を動かせる多
目的広場や展望の良い休憩施設が利用
できます。今後整備を進めていくことで、
広場や親水施設を生かしたレクリエー
ションが楽しめ、災害時にはさまざまな
活動の拠点としての役割を果たす公園
となっていきます。
　今回は、公園内で電車を眺められる
スポットを紹介します。ぜひ家族や友
達を誘って遊びに行ってみてください。

都立東伏見公園に
遊びに行ってみませんか


	26_1015_No343_01
	26_1015_No343_02
	26_1015_No343_03
	26_1015_No343_04
	26_1015_No343_05
	26_1015_No343_06
	26_1015_No343_07
	26_1015_No343_08
	26_1015_No343_09
	26_1015_No343_10

