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平成27年９月１日号

p042－465－0823
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

中  央  

● おはなしおばさんのおはなし会　６日㈰午
前11時
● にこにこおはなし会　３・17日㈭午前11
時／１～２歳児と保護者
● サンサンおはなし会　20日㈰午前11時／
３歳児から対象
● おはなし会　毎週木曜日午後３時30分／
３歳児から対象

p042－421－3060
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

 保谷駅前

● はじめてのページ　３日㈭午前11時／下保
谷児童センター（下保谷児童センター共催）
● ちいさなおはなしひろば　11・25日㈮午
前11時／１～２歳児と保護者
● おはなしひろば　11・25日㈮午後３時30
分／３歳児から対象
● おはなしのへや　12・26日㈯午後３時30
分／５歳児～小学３年生対象

p042－465－9825
火～日　午前10時～午後６時

芝久保

● おはなし会　毎週木曜日午後４時

p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時

谷  戸 

● ちびっこおはなし会　２・16日㈬午前11
時／１～２歳児と保護者対象
● おはなし会　９日㈬午後３時30分／３歳
児から対象

p042－464－8240
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

柳  沢

● ちいさなおはなしひろば　４・11日㈮午前
11時／１～２歳児と保護者対象
● わくわくドキドキ紙芝居　12日㈯午前11時
● おはなしひろば　毎週水曜日午後３時30分／
３歳児から対象

p042－424－0264
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

 ひばりが丘  

● ちいさなおはなしひろば　４・25日㈮午
前11時／１～２歳児と保護者対象
● おはなしひろばサタデー　５日㈯午前11
時／３歳児から対象
● おはなしひろば　２・16日㈬午後４時／
３歳児から対象　※今月から月２回開催

p0422－55－1783
水～土　午後１時～５時

 新町分室

● おはなしひろば　16日㈬午後３時30分

７日㈪・14日㈪・28日㈪

休館日

※中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書館・
新町分室は、18日㈮も休館
※芝久保・谷戸図書館・新町分室は、21日㈷・
22日㉁・23日㈷も休館
※新町分室は、毎週火・日曜日も休館

ようこそ としょかんへようこそ としょかんへ 9月

乳幼児～小学生を対象とした
おはなし会など、
いろいろな行事を行っています。
お問い合わせは各図書館へ

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

９月の薬湯　
敬老の日 スギナの腰湯

　肩こりや足腰の痛みに効果があるとい
われています。
a９月21日㈷
※小学生以下は入浴無料（保護者同伴）、
65歳以上は午後４時～６時入浴無料
b庚申湯・松の湯・みどり湯・ゆパウザ
j西東京市公衆浴場会
（庚申湯p042－465－0261）

嘱託職員募集

c高齢者に関する地域資源のコーディ
ネート・相談
□職種・人数　生活支援コーディネー
ター・２人
□資格　次のいずれかに該当し、簡単な
パソコン操作ができる方
①社会福祉士・精神保健福祉士・介護福
祉士・社会福祉主事・介護支援専門員・
保健師の資格を有する方
②地域における助け合い活動や生活支援
サービスの調整実績がある方
□期間　10月１日～平成28年３月31日
（更新あり）
□勤務時間・場所　平日午前８時30分
～午後５時15分・保谷庁舎または田無
総合福祉センター
□報酬　日給１万1,500円
i９月７日㈪午後５時までに、履歴書
をjへ持参（平日のみ）
□選考方法　書類審査のうえ、合格者の
み９月14日㈪に面接
j西東京市社会福祉協議会（保谷東分庁
舎内・p042－438－3771）

ふれまち助け合い活動

　ちょっとしたお困り事を住民同士で解
決するための「ふれまち助け合い活動」に
協力してくださる方を募集します。希望
者は説明会にご参加ください。
日程 時間 場所

９月14日㈪
午後
２時

保谷庁舎別棟
16日㈬ 地域活動拠点

「わくわくサロン」
17日㈭ ふれあいセンター
18日㈮ 午前

10時
地域活動拠点
「ふらっと住吉」

10月２日㈮ 午後
２時

地域活動拠点「芝久保
サロンしゃくなげ」

※研修期間あり、有休あり、 社会保険完備
i・j関東バス（p03－3371－7111）

市民公開講座　
「わが家の地震対策大丈夫?! 
～大地震がくる前に備えておくもの～」

a９月12日㈯午後２時～３時
e60人（先着順）　※当日、直接会場へ
b・j西東京中央総合病院（芝久保町２

i各回前日までに、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jへ
j西東京市社会福祉協議会（p042－
438－3771・l042－438－3772・
m furemachi20@n-csw.or.jp）

西東京創業支援・
経営革新相談センターのご案内

❖女性のための創業セミナー（要予約）
　実例に触れながら起業について考えます。
a９月15日㈫午前10時～正午
bイングビル
e20人（予定・申込順）
❖西東京市創業スクール（全５回・要予約）
　創業に必要な知識を総合的に学び、ビ
ジネスプラン作成を目指します。
a・c①10月17日㈯・事業構想・経営
理念　②10月24日㈯・税務・会計・事
業開始手続きほか　③10月31日㈯・マー
ケティング・販売戦略　④11月７日㈯・
雇用・人材育成　⑤11月21日㈯・ビジ
ネスプラン発表・懇親会（希望者のみ。実
費は負担）　※午後１時30分～４時30
分（③のみ５時まで）
bイングビル
e20人（予定・申込順）
g3,000円
※各回終了後30分は、参加者からの相
談を受け付けます。
j西東京創業支援・経営革新相談セン
ター（p042－461－6611）

公開講座「和紙を楽しむ」（全３回）

a・c11月８・15・29日㈰午前10時
～午後４時・作品製作（和綴じ本ほか）
e20人（申込多数の場合は抽選）
g3,000円（教材費込み）
i10月１日㈭（必着）までに、往復はがき
に件名「和紙を楽しむ申込希望」・住所･氏
名･年齢･性別･電話番号を明記しjへ
b・j都立保谷高等学校（〒202－0005
住吉町５－８－23・p042－422－3223）

はなバス運転士募集

d60歳ぐらいまでで大型二種免許を有
する方　※経験不問
□賃金　時給1,310円　※別途賞与あり

－４－19・p042－464－1511）

不動産の街頭無料相談

a９月12日㈯午前10時～午後４時
bアスタビル２階センターコート
c不動産に関する一般相談（法律・税務・
売買・賃貸など）
j（公社）東京都宅地建物取引業協会北
多摩支部（p042－467－3188）

　有効期限が９月30日のシルバーパス
をお持ちの方で、引き続きご利用になる
場合は更新手続きが必要です。
□更新期間　９月１日㈫～30日㈬午前10
時～午後４時（土・日曜日、祝日を除く）
□更新窓口　保谷庁舎２階・アスタビル
２階センターコート
※更新期間・窓口は、お送りした更新申
込書で個別に指定されています。
h①シルバーパス更新申込書　②住所・
氏名・生年月日が確認できる証明書（保
険証・運転免許証など）　③現在使用中の
シルバーパス　④次のア～ウのうち該当
する項目の費用・書類
ア平成27年度住民税が非課税の方
1,000円と次のいずれか
①「平成27年度介護保険料納入（決定）通
知書」の所得段階区分欄に１～５の記載
があるもの　②平成27年度住民税非課
税証明書　③生活保護受給証明書（生活

扶助の記載があるもの）
イ平成27年度住民税が課税で前年の合
計所得金額が125万円以下の方
1,000円と次のいずれか
①「平成27年度介護保険料納入（決定）通
知書」の所得段階区分欄に６の記載があ
るもの
※所得段階区分欄が７の方でも合計所得
金額が125万円以下の可能性があります。
その場合は、合計所得金額を住民税課税
証明書などでご確認ください。
②平成27年度住民税課税証明書
ウ平成27年度住民税が課税の方
２万510円
j㈳東京バス協会（シルバーパス専用
p03－5308－6950）・東京都福祉保健
局在宅支援課（臨時案内p03－5320－
4177　※９月30日㈬まで）
※いずれも土・日曜日、祝日を除く午前
９時～午後５時

シルバーパス一斉更新

　誰でも自由に参加できる運動会「西東京市民スポーツまつり」の会場でフリー
マーケットを開催します。

a10月12日㈷午前９時30分～午後
４時
b向台運動場　
※雨天時、フリーマーケットは中止
□募集区画数　100区画（１区画2.5㎡）
※１人または１団体につき１区画。飲
食店不可。申込多数の場合は抽選
□出店協力金　１区画500円
※中止の場合も返金しません。
i９月11日㈮（必着）までに、往復はが
きに住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
出店物（衣類・雑貨など）を明記しjへ
□出店説明会　※出席必須
a９月25日㈮午後７時
bきらっと

jNPO法人西東京市体育協会（〒202
－0013中町１－５－１スポーツセン
ター内・p042－425－7055
※平日午前９時～午後４時）
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

　誰でも自由に参加できる運動会「西東京市民スポーツまつり」の会場でフリー

フリーマーケット
出店者募集

市民
スポーツまつり

毎年にぎわうフリーマーケットコーナー


