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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、９月２日㈬・11日㈮の①午後０時45分　②午後８時から放送予定です。

主な内容
平成27年 国勢調査を実施   2
一店逸品事業 紹介冊子(第３弾)   3
動物愛護週間（９月20日～26日）  5
ファミリー・サポート・センター   7
総合防災訓練を実施（９月６日）  10

多摩北部圏域５市（小平・東村山・清瀬・東久留米・西東京）の皆さんに
スポーツへの参加機会を提供し、

健康増進や市域・世代を越えた市民相互の交流を図っていただくために
「多摩六都リレーマラソン2015」を開催します。

１チーム5,000円

各市20チーム、合計100チーム
①一般の部（条件なし）
②職場の部（全員が同一職場）
③女子の部（全員が女子）
④高校の部（全員が高校生）
⑤中学生以下の部（全員が中学生以下）
※③以外は男女組み合わせ自由
※各市各部門４チーム程度（応募状況により調整する場合あり）
※申込多数の場合は抽選。結果は10月30日㈮にメールまたは返
信はがきを発送

９月１日㈫～30日㈬に、次のいずれかの方法でjへ
①スポーツ振興課（保谷庁舎３階）・スポーツセンター・きらっと・
総合体育館で配布する申込書と返信用はがきを封書で郵送
②西東京市体育協会kからダウンロードした申込書を添付ファ
イルとしてメールで送付
※必ず大会要項をご確認ください。
※要項・申込方法など詳細は、市k・市体育協会kをご覧ください。
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・m taikyou@bz03.
plala.or.jp）
◆スポーツ振興課o（p042－438－4081）

参加費

募集チーム数

申込方法

４時間（４時間を経過した時点でコー
ス上にいるランナーが最終ランナーと
なり、そのランナーがゴール地点を通
過したタイムが記録となります）

次の①～③全てを満たす４～10人で
構成されたチーム
①小学生以上の健康な方
②１人で約２㎞を完走できる方
③市内在住・在勤・在学の方
※中学生以下は、保護者の署名・承
認印が必要です。

制限時間

参加資格

都立小金井公園内園路　１周1,846.3ｍのコースを23周
（１周目のみ1,576.4ｍ）　合計42.195㎞
※襷によるリレーマラソン

コース

a12月23日㈷ b都立小金井公園〈開 会 式〉 午前７時45分
〈スタート〉 午前８時30分

※雨天決行・積雪中止

大会当日は、特産品販売ブースなどで各市の魅力をお知らせします♪
東京都パラリンピック体験プログラム「NO LIMITS CHALLENGE」同時開催！！
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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2

平成27年９月１日号

マイナンバー「通知カード」の送付

届け出・税・年金

　10月以降、住民登録をしている全て
の方へ「通知カード」により、マイナン
バー（個人番号）が通知されます。
❖やむを得ない理由により住民票の住所
とは別の場所にお住まいの方
　住民票のある市区町村で居所情報の登
録申請を行うことで、現在お住まいのと
ころで通知カードを受け取ることができ
ます。
　詳細は、住民票のある市区町村にお問
い合わせください。
d●東日本大震災による被災者の方
● DV、ストーカー行為、児童虐待など
の被害者の方で、住民票を残して別の
場所にお住まいの方

● 長期の入院・入所が見込まれ、かつ住
所地に誰も居住していない方

◆市民課n（p042－460－9820）
　　　　o（p042－438－4020）

市税の休日・夜間納付相談窓口

　仕事などで日中に来られない方のため
に「休日・夜間納付相談窓口」を開設します。
a９月５日㈯・６日㈰午前９時～午後４時
９月８日㈫・10日㈭午後５時～８時
b納税課（田無庁舎４階）
※窓口は田無庁舎のみ

c市税の納付・相談、納付書の再発行など

◆納税課n（p042－460－9832）

家屋を取り壊したとき

　家屋を取り壊したときは、資産税課（田
無庁舎４階）へご連絡ください。また、

表題登記がなされている建物を取り壊し
たときは、不動産登記法により、所管の
法務局に滅失の登記をしてください。
j登記について…東京法務局田無出張
所（p042－461－1130）
◆資産税課n
（p042－460－9830）

会社などを退職したときは
国民年金の手続きが必要です
　国内に住所がある20歳以上60歳未満
の方は、厚生年金や共済組合に加入して
いる場合を除き、国民年金に加入しなけ
ればなりません。
　会社などを退職し、厚生年金・共済組
合を脱退した方と、退職した方の扶養に
なっていた配偶者は、国民年金第１号被
保険者への加入手続きが必要です。
　手続きが遅れると国民年金保険料の納
付が遅れたり、年金受給額が減少したり、
年金が請求できなくなったりします。加
入手続きは忘れずに行ってください。
　退職日の翌日に再就職して厚生年金・
共済組合に加入する場合や、退職日の翌
日から厚生年金・共済組合に加入してい
る配偶者の扶養になる方は、市役所での
手続きは不要です。
b保険年金課（田無庁舎２階）・市民課
（保谷庁舎１階）・各出張所
h印鑑・年金手帳（基礎年金番号が確認
できるもの）・退職日の記載がある書類（雇
用保険被保険者離職票・退職証明書など）
◆保険年金課n
（p042－460－9825）

敬老金をお贈りします

福祉

　該当する高齢者に、敬老と長寿をお祝
いして敬老金をお贈りします。
　対象者へ事前にはがきまたは電話で連

絡し、民生委員または市職員が、９月５
日㈯～13日㈰にご自宅へお届けします
（申請不要）。
d９月１日現在、本市に住民登録のある、
①88歳（大正15年９月１日～昭和２年
８月31日生まれ）の方：１万円
②100歳（大正４年４月１日～翌年３月
31日生まれ）の方：５万円
◆高齢者支援課o
（p042－438－4028）

老人クラブに加入しませんか
～生きがい・健康・地域の仲間づくりに～

　老人クラブの会員になり、心身の健康
保持と仲間づくり活動をして、高齢期を
いきいきと過ごしませんか。
　市内には44の老人クラブがあり、60
歳以上の方々が長年培った経験・知識を
生かして、生活の充実・地域への貢献を
積極的に進めながら、高齢者にとって安
全・安心なまちづくりに取り組んでいます。
　お近くの老人クラブをご紹介しますの
で、お問い合わせください。
◆高齢者支援課o
（p042－438－4029）

西東京就職情報コーナーのご利用を
～平成26年度就職実績 1,000人以上～

くらし

　西東京就職情報コーナーは、市とハ
ローワーク三鷹が共同で運営する、身近
なお仕事探しスポットです。
　全国の求人情報の検索や、ハローワー
ク職員による相談を受け付けています。
b田無庁舎２階
a平日午前９時～午後５時
j西東京就職情報コーナー
（p042－464－1860）
◆産業振興課o
（p042－438－4041）

市 連からの 絡 帳 わが家の耐震診断をしよう
　地震災害に備えるため建物の設計図を
基に簡易耐震診断をし、皆さんが抱える
問題への指導・助言などの無料相談を毎
月両庁舎で交互に行っています。
a・b９月12日㈯午前９時30分～午後
０時30分・田無庁舎１階
d①市内にある地上２階建て以下の木造
戸建てで、自ら所有し居住している住宅
②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
e８人（申込順）　※１人40分程度
i３日前までに電話で下記へ
□相談員　住みよい町をつくる会に所属
する相談員
◆都市計画課o
（p042－438－4051）

技能功労者表彰・商工業従業員
表彰にご推薦ください

募集

❖技能功労者表彰
　市では、長年にわたり同一職業に従事
し、産業の振興に顕著な功績を修められ
た技能者を表彰しています。11月18日㈬
現在、次の①～⑤を全て満たす方をご推
薦ください（技能職団体からの推薦が原
則ですが、団体を組織していない職種の
技能者については、ほかの団体・個人か
らの推薦も可）。
d①市内で技能職に従事　②続けて５
年以上市内に居住　③技能者としての経
験年数が30年以上　④満60歳以上　⑤
優れた技能を持ち、徳行著しく後進の模
範となっている
□推薦方法　９月11日㈮（必着）までに、
市kまたは産業振興課（保谷庁舎３階）
にある「西東京市技能功労者推薦書」に必
要事項を明記し、〒202－8555市役所
産業振興課へ郵送または持参

　国勢調査は、統計法に基づき、国内
に住む全ての人と世帯を対象に５年ご
とに実施する最も重要な統計調査です。
　今回の調査は、少子高齢化社会にお
ける日本の未来を考えるうえで必要な
基礎資料を得るために実施します。調
査結果は、社会福祉・雇用政策・生活
環境の整備・防災対策など、私たちの
暮らしのために役立てられます。
　国勢調査は、統計法によって報告義
務が定められていますので、回答忘れ
のないようご注意ください。調査員が
訪問した際は、ご協力をお願いします。
□調査基準日　10月１日
d国内に住んでいる全ての人・世帯
□調査方法　９月上旬～10月中旬に、
国勢調査員証（顔写真付き）を携行した
調査員が世帯を訪問して、調査関係書
類の配布・回収などを行います。
□回答方法　次から選択
①インターネットから　②調査票を調
査員に手渡し　③調査票を郵送
※オンライン調査先行方式…本調査は、
先にインターネットでの回答を受け付
け、回答のなかった世帯に紙の調査票
を配布します。インターネットでの回
答は、回答時間が短縮され、提出も簡
単で、期間内の都合の良い時間に回答

できるため便利です。スマートフォン
にも対応していますので、インター
ネット環境のある世帯はこの方式での
回答にご協力をお願いします。
□調査の流れ
● ９月上旬：調査員が担当調査区内の
確認のために巡回します。

● ９月10日から：調査員がインターネッ
ト回答に必要な利用者情報などの関
係書類を配布します。不在の場合は、
郵便ポストに関係書類を入れること
があります。９月15日㈫までに届
かないときは、西東京市国勢調査実
施本部へご連絡ください。

● ９月10日～20日：インターネット
回答期間

● ９月下旬：インターネット回答のな
かった世帯に、調査員が紙の調査票
を配布します。不在の場合は、郵便
ポストに調査票を入れることがあり
ます。10月１日㈭までに届かない
ときは、西東京市国勢調査実施本部
へご連絡ください。

● 10月１日から：調査員による調査票
の回収を希望する世帯へ再訪問しま
す。郵送による提出を希望する世帯
は、郵送用封筒を利用して、10月
７日㈬までに投函してください。

□調査項目
● 世帯員について（13項目）
　氏名、男女の別、世帯主との続き柄、
出生の年月、配偶の関係、国籍、現在
の住居における居住期間、５年前の住
居の所在地、就業状態、従業地または
通学地、従業上の地位、仕事をしてい
る事業所の名称および事業の内容
● 世帯について（４項目）
　世帯員の数、住居の種類、住宅の建
て方、世帯の種類
□かたり調査にご注意を
国勢調査を名乗って、上記の調査項目
以外の口座情報や年金情報などを聞き
出そうとするかたり調査が発生していま
す。不審な電話や訪問での問い合わせ
には回答しないようご注意ください。

□マンション関係者の方へのお願い
オートロックマンションなどでの調査
活動が、年々難しくなっています。調
査員がオートロックのドアを通過する
ことや、ドアを入った後、世帯を連続
で訪問することへのご理解・ご協力を
お願いします。また調査員が空き室情
報などをお伺いすることがあります。
情報の提供についてもご協力をお願い
します。
□個人情報の取り扱い
調査員をはじめとする国勢調査に従事
する者には、統計法によって個人情報
を保護するための厳格な守秘義務が課
せられており、調査票の記入内容は厳
重に守られ、統計の作成に関連する目
的以外に使用することはありません。

平成27年
国勢調査を実施 みらい

ちゃん
センサス

くん

□調査についての問い合わせ先
❶調査の内容、調査票の記入方法などの照会・相談やインターネット回答に
関する照会・操作方法など調査全般について
国勢調査コールセンター（p0570－07－2015 ナビダイヤル）　
※IP電話から：p03－4330－2015
受付時間：午前８時～午後９時（設置期間中は無休）
設置期間：10月31日㈯まで

❷訪問日程の調整の連絡や調査関係書類が配布されないなど、世帯の個別事
項について
西東京市国勢調査実施本部コールセンター（p0570－008055 ナビダイヤル）
受付時間：平日午前９時～午後７時、土・日曜日、祝日午前９時～午後５時
設置期間：９月８日㈫～10月12日㈷
※設置期間以外は右記へ ◆総務法規課n（p042－460－9810）
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≪臨時福祉給付金 申請受付中≫　申請期限：12月28日㈪（消印有効）　詳細は、市報８月１日号をご覧ください。　◆臨時福祉給付金担当n（p042－497－4976）

❖商工業従業員表彰　
　市と西東京商工会では、市内の商工業
に従事している優良な従業員を表彰して
います。次の対象者を雇用している事業
主の方はご推薦ください。
d11月17日㈫現在、10年以上同一事
業所に勤務し、表彰日現在も当該事業所
に勤務している従業員で、勤務成績が優
良な方（事業主と同一世帯の方および
パートタイマーを除く）
□推薦方法　９月11日㈮（必着）までに、
市k・産業振興課・商工会事務局にある
「西東京市商工業従業員表彰推薦書」に必
要事項を明記し、〒188－0012南町５－
６－18西東京商工会田無事務所（p042
－461－4573）へ郵送または持参
いずれも推薦された方の中から、表彰規
定により該当者を決定します。
❖表彰式
a・b11月18日㈬・田無庁舎５階
◆産業振興課o（p042－438－4041）

生活福祉課嘱託員（10月採用）

□職種・人数　被保護者高齢者支援員・
１人
□試験日・選考方法　９月12日㈯・面接
□募集案内　９月７日㈪まで、生活福祉
課（両庁舎１階）で配布
※市kからもダウンロード可
□申込期限　９月７日㈪午後５時
※資格・仕事内容など詳細は、募集案内
をご覧ください。
◆生活福祉課o（p042－438－4025）

児童送迎バス運転手

c発達に遅れのある幼児をバスで送迎
□資格・人数　大型運転免許所持・１人
□勤務場所　住吉会館ルピナス・市内全域
□期間　10月～平成28年３月
□勤務時間　月～木曜日（１日約５時間）

□賃金　時給1,190円
i９月15日㈫（必着）までに、履歴書・
運転免許証の写しを〒202－0005住吉
町６－15－６こどもの発達センターひ
いらぎへ郵送または持参（住吉会館ルピ
ナス）
◆健康課（p042－422－9897）

障害者・児 通所施設運営事業者

事業者募集

□事業種別　①生活介護（東伏見２号分
庁舎：東伏見６－１－36）　②就労継続
支援B型・生活介護・就労移行支援（西
原総合教育施設）　③障害児通所支援（旧
西原児童館）
□選定方法　プロポーザル方式
※詳細は、市kをご覧ください。
◆障害福祉課o
（p042－438－4033）

地域密着型サービス事業者

□説明会
a９月11日㈮午後２時
b保谷庁舎別棟
d市内で地域密着型サービス事業の開
設を希望する事業者
i電話で下記へ
◆高齢者支援課o
（p042－438－4030）

寄附

その他

　市へのご協力をいただき、誠にありが
とうございました。
✿核研OB会 様
（核研址碑　説明文サイン）
◆管財課n（p042－460－9812）

第48回東京都市町村総合体育大会
の結果
　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、男子ソフトボール、女子
ソフトボール、男子バドミントンにおい
て第１位、女子バドミントン、女子剣道、
男子卓球において第２位、男子剣道にお
いて第３位となり、29市町中、総合第
３位と好成績を収めました。
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

ソフトボール（男女アベックで第１位）

男子バドミントン（第１位）

傍　聴 審議会など

■図書館協議会
a９月10日㈭午後３時～５時
b田無公民館
c・e合築複合化における図書館施設・５人
◆中央図書館（p042－465－0823）

■社会教育委員の会議
a９月14日㈪午後２時～４時
b保谷庁舎３階
c・e今後の活動・５人
◆社会教育課o（p042－438－4079）

保谷庁舎は耐用年数が来ると
使えなくなるの？

　市では「減価償却資産の耐用年数等
に関する省令」の基準を目安として、
建て替え・取り壊し・長寿命化などを
検討することとしています。耐用年数
到達後、すぐに使用できなくなるわけ
ではありませんが、保谷庁舎は合併以
降、２庁舎体制の課題などを検討して
きたことから、躯

く

体
たい

や給排水・空調設
備など、経年劣化に対する改修工事を
最低限に抑制してきました。
　そのため、今後も継続使用するので
あれば、大規模な改修工事が必要とな
ります。その費用は約53億円と試算
しており、費用対効果などに鑑み、保
谷庁舎は取り壊すこととしました。

　市では庁舎の統合整備に向けた取組を進めています。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、庁舎統合の疑問などにつ
いてお答えします。 ◆企画政策課n（p042－460－9800）

庁舎統合に多額の
費用を掛ける必要があるの？　

　耐用年数の迫る保谷庁舎は、老朽化
が喫緊の課題となっており、この課題
に対応するためには、建て替えまたは
大規模な改修が必要になります。その
コストを試算して比較した結果、建て
替えが最も財政効果が高いことが分か
りました。
　しかし、建て替えて２庁舎体制を維
持した場合、年間約１億2,500万円の
財政負担を将来にわたり継続すること
になります。厳しい財政状況が見込ま
れる中、将来需要への対応や行政サー
ビスの維持・向上、財政負担の解消を
図る上でも、庁舎の統合整備は必要で
あると考えています。

庁舎統合についてお答えします！ ③

　申請期限を過ぎると給付金を受け取れなくなります。お早めにご申請ください。
　市内在住の公務員の方で平成27年６月分の児童手当を受給している方や外国
人の方は、申請に際し注意点があります。詳細は、市報８月１日号または市k
をご覧ください。 ◆子育て支援課n（p042－460－9840）

子育て世帯臨時特例給付金の申請は
10月30日㈮（消印有効）まで！

　NPO等企画提案事業とは、NPOや任
意団体などから事業の企画提案をしても
らい、選考審査により採用された事業を
市との協働で実施するものです。提案団
体と市とで協力し合って事業を進めるこ
とで、市内の協働を一層促進させること
を目的としています。
　今回は、新規チャレンジ部門として、
平成28年度から新たに実施する事業の募
集を行います。採用された事業には、事
業経費に対して補助金を交付します。
□募集事業
①ボランティア・市民活動の普及や促進
を目的とする事業
②地域の課題を解決する先駆的な事業
③多様化する市民ニーズに応える市民活
動団体ならではの事業
□実施時期　平成28年４月～翌年２月末
□補助金　１事業上限20万円
□応募資格　次の要件を全て満たす公益活
動を目的とする団体（法人格の有無は不問）

①市内を中心に活動している
②５人以上の会員で組織し、活動を継続
できる見込みがある
③団体の運営に関する規則・規約・会則
と、団体の構成員の名簿を備えている
④応募した事業の企画・実施・結果報告
までを責任を持って実行できる
⑤宗教または政治活動を目的としない
⑥暴力団やその構成員の統制下にない
⑦特定の個人または団体の利益の増進を
目的としない　
⑧特定の公職者（候補者を含む）・政党を
推薦・支持・反対することを目的としない
i９月１日㈫～10月30日㈮に、関係書
類を〒202－8555市役所協働コミュニ
ティ課へ郵送または持参（保谷庁舎３階）
※詳細は、協働コミュニティ課で配布す
る募集要項をご覧ください。市kからも
ダウンロード可
◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046）

新規チャレンジ部門募集NPO等企画提案事業

　子ども支援・子育て支援に向けた子ど
も施策の在り方やまちづくりの展望を見
出すために2002年から開催しています。
自治体関係者と研究者・専門家・NPO
などが連携・協力し、情報・意見交換や
研修をする機会として、今回は西東京市
で開催します。テーマは「連携と協働に
よる子ども支援・子育て支援～子どもに
やさしいまちづくり～」です。
a10月10日㈯午後１時～６時・
11日㈰午前９時30分～午後５時15分
b西東京市民会館　
□１日目：全体会　オープニングセレモ
ニー、シンポジウム、特別講演「ヨーロッ
パにおける子どもにやさしいまちづくり」

□２日目：分科会　①子どもの相談・救
済　②子どもの虐待防止　③子どもの居
場所　④子ども参加　⑤子ども計画　⑥
子ども条例　⑦子ども支援・子育て支援
と連携・協働
i●１日目は当日、直接会場へ

● ２日目は９月18日㈮までに、市k・
事務局窓口にある「参加申込書」を
郵送・ファクス・Eメールまたは持
参（田無庁舎１階）

□共催　「地方自治と子ども施策」全国自
治体シンポジウム2015実行委員会
◆子育て支援課（事務局）n（p042－
460－9841・l042－466－9666・ 
mkosodate@city.nishitokyo.lg.jp）

「地方自治と子ども施策」
全国自治体シンポジウム2015西東京

お待たせしました！一店逸品事業紹介冊子（第３弾）完成
　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中
です。
　このたび、平成26年度に
認定した逸品（飲食物）を紹介
する冊子が完成しました。

　９月１日から、産業振興課（保谷庁舎
３階）・田無庁舎２階市民相談室・西
東京商工会・参加店などで配布します。

フェイスブックによる情報発
信を始めました

◆産業振興課o（p042－438－4041）

Facebook　西東京市の一店逸品
で 検索
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平成27年９月１日号

事業名 日時╱場所 対象╱定員 申込方法など

◆健康課o（p042－438－4037）

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）

離乳食講習会
【離乳食のすすめ方、デモンストレーション、試食、歯科の話】

10月20日㈫午後１時15分から２時間程
度／田無総合福祉センター

市内在住の６～８カ月の乳児と保
護者（第１子優先）／25組（申込順）

往復はがき、またはEメール（記入例A参照）
m fami-boshi＠city.nishitokyo.lg.jp
申込期間（消印有効）：９月18日㈮～10月
２日㈮

◆教育支援課o（p042－438－4074）
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】

９月16日㈬午後１時30分～５時／
教育支援課（保谷庁舎４階）

１人15分程度／５～12歳ぐらい
／10人（申込順） ９月１日㈫午前９時～14日㈪に電話予約

子ども

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

６日
田無病院
緑町３－６－１
p042－461－2682

ひがき医院
芝久保町１－11－10
p042－462－5521

休日診療所
中町1－1－5
p042－424－3331
※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

13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

　※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

６日
なつデンタルクリニック
新町４－６－７ １階
p0422－50－0588

13日
とよき歯科
住吉町３－11－４
p042－424－8605

■各種検診の申込受付中
□胃がん検診　９月４日㈮まで

a10月30日㈮～12月３日㈭の指定日
d平成28年３月31日時点で30歳以上の方
i①はがき（記入例B参照）　②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）　③電子申請
（市kから）で
※病歴などによる受診制限あり。条件お
よび日程の詳細は、市報8月15日号・市k
をご覧ください。 
□骨粗しょう症検診　10月23日㈮まで

※詳細は、市報７月15日号・市kをご
覧ください。

■妊婦健康診査受診票のご利用を
　母子健康手帳の交付と同時に、妊婦健
康診査受診票を14回分交付しています。
妊婦健康診査時に使用すると、費用の一
部が助成されます。助産院・都外医療機
関など、都内指定医療機関以外で受診し
た場合は、この受診票が使えないため、
出産後１年以内に還付の手続きをしてく
ださい。
　詳細は、妊婦健康診査受診票交付時の
お知らせ、または市kをご覧ください。
◆健康課o
（p042－438－4021）

健 康 ガ イ ド

 電話相談
医療相談（西東京市医師会） ※専門の医師が相談に応じます。
火曜日　午後１時30分～２時30分
９月  １日 消化器内科　 ８日 小児科　
15日 循環器内科　29日 整形外科

p042－438－１１00

歯科相談（西東京市歯科医師会）
金曜日　午後０時30分～１時30分　
９月 ４日・11日・18日・25日

p042－466－2033

栄養相談
【管理栄養士による相談】

９月16日㈬午前９時～正午／
田無総合福祉センター

市内在住の方／各日５人（申込順）
９月11日㈮までに電話予約

10月５日㈪午後１時～４時／
保谷保健福祉総合センター 10月１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】

９月17日㈭午前10時～11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

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】
※初めての方にお勧めです。

９月８日㈫午前10時～11時30分／
保谷保健福祉総合センター 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
※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、会場はご準
備ください）。９月25日㈮午前10時～11時30分／

田無総合福祉センター

からだと心の健康相談
【保健師による面接相談】

９月15日㈫午後１時30分～３時30分／
保谷保健福祉総合センター 市内在住の方／２人（申込順） ９月10日㈭までに電話予約

「離乳食講習会」申し込み
①希望日
②住所
③保護者氏名
④子どもの氏名（ふりがな）
⑤子どもの生年月日
⑥第○子
⑦電話番号

A往復はがき・Eメール記入例
【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

（九都県市統一標語）
気づいてください！体と心の限界サイン   
９月は自殺対策強化月間です

　東京都では、自殺のない社会を目指
して自殺防止に取り組んでおり、９月
を自殺対策強化月間として次のような
特別相談などを実施予定です。
❖電話による特別相談
●東京都自殺相談ダイヤル
～こころといのちのほっとライン～
p0570－087478
９月７日㈪～11日㈮（全日24時間）
●54時間特別相談（東京自殺防止セン
ター）
p0120－58－9090
９月５日㈯午前０時～７日㈪午前６時

●多重債務110番（東京都消費生活総
合センター）
p03－3235－1155
９月７日㈪～８日㈫各日午前９時～午
後５時
❖講演会「自分を傷つけずにはいられ
ない！～生きづらさを抱える若者の自
殺予防のために～」
　精神科医が若者の自殺についてお話
しします。
a９月10日㈭午後６時30分～８時
b東京都庁都民ホール
i東京都福祉保健局kをご覧ください。
◆健康課o（p042－438－4037）救急の日・救急医療週間

９月９日㈬は「救急の日」・９月６日㈰～12日㈯は「救急医療週間」です
　東京消防庁では「応急手当ての重要
性・技能の習得」や「救急車の適正利
用」を呼び掛けていきます。
❖救急車の適正利用
　東京消防庁管内の平成26年中の救
急出場件数は、75万7,609件で過去
最多となりました。件数の増加に伴い
救急車の平均到着時間が延びている一
方、搬送された方のうち、軽症者が半
数を占める実態もあることから、東京

消防庁では救急車の適正利用について
呼び掛けを行っています。救急車を呼
ぶべきか迷ったら、電話＃7119で相
談できる救急相談センターや、イン
ターネットで確認できる救急受診ガイ
ドをご利用ください。本当に必要な方
に救急車を利用してもらうため、皆さ
んのご理解とご協力をお願いします。
j西東京消防署（p042－421－0119）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

「胃がん検診」申し込み
①氏名（ふりがな）　②性別　③住所
④生年月日　⑤電話番号
⑥検診日について
　ア いつでもよい
　イ 会場のみ指定（田無・保谷）
　ウ 希望日あり（３日まで記入）
⑦糖尿病による治療の有無

Bはがき

※⑥⑦は該当する
項目を記入してく
ださい。
※希望日のある方
は、３日までご記入
ください。ただし
ご希望に沿えない
こともあります。
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≪乳がん・子宮頸がん検診に申し込んだ方へ≫　早めの受診をお勧めします。検診期間終了間際は混雑し、受診できない場合があります。　◆健康課

■専門相談（予約制）
□予約開始　９月４日㈮午前８時30分（★印は、８月19日から受付中）
□予約方法　希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
※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10日㈭・17日㈭・18日㈮ 午前９時～正午
o ９月９日㈬・15日㈫・16日㈬ 午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談 n 　10月  1日㈭
午前９時～正午

o 　  9月24日㈭

税務相談 n 　  9月11日㈮
午後１時30分～４時30分

o 　  9月18日㈮

不動産相談 n 　  9月17日㈭
午後１時30分～４時30分

o   ★9月24日㈭

登記相談 n   ★9月10日㈭
午後１時30分～４時30分

o   ★9月17日㈭

表示登記相談 n   ★9月10日㈭
午後１時30分～４時30分

o   ★9月17日㈭

交通事故相談 n   ★9月  9日㈬
午後１時30分～４時

o 　  9月30日㈬
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o   ★9月14日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 o   ★9月  3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  7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
■そのほかの相談

内容 日時／場所 問い合わせ

教育相談
月～金曜日　午前９時～午後５時／
保谷庁舎４階・田無庁舎５階　※予約制

教育支援課o
（p042－438－4077）

【電話相談】月～金曜日　午前９時～午後５時
（p042－425－4972）

不登校
ひきこもり
相談

月・水・金曜日　午前９時～午後５時／
Nicomoルーム（西原総合教育施設）
【電話相談】午前９時～午後５時
月・水・金曜日（p042－452－2244）
火・木曜日（p042－438－4077）

子供家庭相談
月～土曜日　午前９時～午後４時
※土曜日は電話相談のみ（正午～午後１時を除く）／
子ども家庭支援センター（住吉会館ルピナス）

子ども家庭支援センター
（p042－439－0081）

ひとり親相談 月～金曜日　午前９時～午後４時／
子育て支援課（田無庁舎１階）　※予約制

子育て支援課n
（p042－460－9840）

女性相談

①月～水・金曜日　午前10時～午後４時
木曜日　午前10時～午後８時／男女平等推進セ
ンターパリテ（住吉会館ルピナス）
②月～水曜日（第４火・水曜日を除く）午前10時～
正午／田無庁舎２階　※いずれも予約制

男女平等推進センター
（p042－439－0075）

生活相談 月～金曜日　午前８時30分～午後５時／
生活福祉課（両庁舎１階）

生活福祉課
n（p042－460－9836）
o（p042－438－4027）

生活困窮者相談 月～金曜日　午前８時30分～午後５時／
生活サポート相談窓口（保谷庁舎１階）

生活福祉課o
（p042－438－4023）

障害福祉相談

障害の種別を問わない相談
月～土曜日　午前９時～午後６時 相談支援センター・

えぽっく
（p042－452－0075）

発達障害相談　※予約制
月曜日　　　午前９時～正午
いずれも、相談支援センター・えぽっく（フレンドリー）

外国人相談 月～金曜日　午前10時～午後４時／
多文化共生センター（イングビル）

多文化共生センター
（p042－461－0381）

消費生活相談 月～金曜日　午前10時～正午・午後１時～４時／
消費者センター（保谷庁舎３階）　※予約制

消費者センターo
（p042－425－4040）

住宅増改築
相談

第１金曜日　午後１時30分～４時／
田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１階ロビー

都市計画課o
（p042－438－4051）

動物相談
（西東京市獣医師会）

第３金曜日　午後１時30分～２時30分／
田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１階ロビー

環境保全課
（p042－438－4042）

西東京市コスモス商品券
販売日時　９月13日㈰午前10時～午後３時

※来場者多数の場合は、整理券を配布します。

　完売次第終了。完売しなかったとき
は、14日㈪に西東京商工会保谷・田無
両事務所、保谷こもれびホールで販売。
※保谷こもれびホールは14日㈪のみ

□販売価格　１セット１万円（500円
×24枚の１万2,000円分）
□購入限度額　10万円（１人10セット）
□有効期限　12月31日㈭

※販売場所および取扱店舗など詳細は、
市報８月15日号の折込チラシ・専用k
http://nishitokyo-cosmos.netでお
知らせしています。
※商品券は転売禁止です。
j西東京商工会（p042－461－4573）
◆産業振興課o（p042－438－4041）

❖肥満は「見た目」ではない
　肥満とは体が太っているという意味
ですが、医学的には脂肪が一定以上に
多くなった状態、人間のからだを構成
しているさまざまな物質の中の脂肪の
割合が多すぎることを言います。
　肥満の状態を正確に調べるのは容易
ではありません。そのため、BMI（肥
満や低体重の判定に用いられる体格指
数）と腹囲が指標として用いられるよ
うになりました。
❖今、肥満が注目されているのはなぜ
　肥満の中でも内臓脂肪が多くなると、
内臓脂肪から高血圧や脂質異常症、糖
尿病、動脈硬化などになりやすくなる
物質が多く分泌されるようになり、さ
まざまな生活習慣病の悪循環の流れに
乗ってしまいます。
❖肥満をチェック！悪循環をチェック！
　健診でからだの状態を毎年チェック

しましょう。
　健診は肥満をチェックすることがで
きます。また、毎年受けることで、検
査結果だけではわからない、悪循環の
流れに乗っていないかどうかもチェッ
クすることができます。
❖いつまでも元気に過ごすポイントは
１に運動　２に食事　
 しっかり禁煙　最後に薬

（健康増進普及月間統一標語）
　でも、何をやっていいか分からない、
自分だけでは続ける自信がない…そん
なときは、市の健康応援事業「健康チャ
レンジ2015みつけよう！カラダのレ
シピ」に参加してみませんか。
　健康づくりに取り組んで応募すると、
抽選で素敵な景品が当たります。
　詳細は市報８月15日号・市kをご
覧ください。
◆健康課o（p042－438－4037）

あなたの数値は大丈夫？
９月は健康増進普及月間

健診を受けよう

～動物は責任と愛情をもって終生飼いましょう～
動物愛護週間のイベント

❖動物愛護ふれあいフェスティバル
「飼う前も、飼ってからも考えよう」
①a９月６日㈰午後１時～４時30分
b東京国立博物館平成館
c動物愛護管理功労者表彰式・講演
「命の花プロジェクト」
e390人（申込順）
i９月１日㈫～４日㈮正午に、電話
で日本動物福祉協会へ
②a９月12日㈯午前11時～午後４時
b上野恩賜公園内（噴水前広場・上野
動物園）　※当日、直接会場へ
c動物愛護セレモニー・移動水族館・
パネル展示
※詳細は、東京都福祉保健局kをご

覧ください。
j（公社）日本動物福祉協会
（p03－6455－7733）
東京都福祉保健局健康安全部環境保健
衛生課（p03－5320－4412）
❖子猫の一時預かりボランティア募集
　飼い主のいない猫を救う会では、市
内に生息するのら猫が増えないよう、
不妊・去勢手術を実施しています。ま
た、保護した子猫の譲渡会を、４～
12月の第１日曜日「りさいくる市」と
同時開催しています。
　保護された子猫を会員のみで飼育す
ることが困難となっています。子猫を
譲渡会へ出すまでの間の「一時預かり
ボランティア」にご協力いただける方
は、環境保全課までご連絡ください。

●飼うなら正しく最期まで
　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」と思う人もいま
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、そのほかの動物には名
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、人やほかの動物を怖
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。

身近にいる動物たちについてもう一度考えてみましょう

◆環境保全課（p042－438－4042）

動物愛護週間 ９月20日㈰～26日㈯



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6

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
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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

キッズルーム 子育て世代向け情報
※市からの連絡帳コーナーも

ご覧ください。

　15回目を迎えた小学生のサッカー大
会の参加チームを募集します。西東京市
サッカー協会に所属していないチームは、
申し込みが必要です。
a10月17日㈯・18日㈰・25日㈰・31
日㈯、11月１日㈰・３日㈷・８日㈰・
14㈯・15日㈰
bひばりアム・市民公園グラウンド・
向台運動場
d市内在住・在学・在クラブの小学５・
６年生で構成されたチームで、審判員２
人以上・大会運営委員１人以上を選出で

きるチーム
i９月25日㈮（必着）までに、所定の申
込書で、jへ郵送・ファクスまたは持参
□代表者会議・組み合わせ抽選会
a10月９日㈮午後７時
bスポーツセンター
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・
l042－439－3395）
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

　　　　西東京市少年サッカー大会第15回

　小・中学生の障害児を育てている保護
者が相談員となり、同じ親の立場から相
談を受け、実体験をもとにアドバイスし
ます。障害の有無を問わず、発達や行動
の不安を気軽に相談できます。
a９月８日㈫ 午前９時15分～10時・
10時30分～11時15分
b相談支援センター・えぽっく（障害者

総合支援センターフレンドリー内）
e２人（申込順）
i電話でjへ
j相談支援センター・えぽっく
（p042－452－0075）
◆障害福祉課o
（p042－438－4034）

ピアカウンセリング

子育て支援講演会
生きる意欲、学ぶ意欲、やさしさが育つ子育て

a９月18日㈮午前９時50分～11時35
分（９時30分開場）
b保谷こもれびホール
※当日、直接会場へ
※車での来場はご遠慮ください。
※子どもと一緒に講演を聞くことができ
るモニタールームあり

d市内在住の未就学児の保護者
e500人（先着順）
f井桁容子さん（東京家政大学ナースリー
ルーム主任）
□共催　西東京市私立幼稚園連絡協議会
◆子ども家庭支援センター
（p042－425－3303）

こそだて応援講座＠児童館
家庭の教育力向上の支援事業

　家庭は、子どもたちにとって最も身近
な社会であり、全ての教育の出発点です。
子育てを楽しみながら家庭教育を行うた
めの講座を開催します。
❖親子の絆づくりとベビーマッサージ
a９月17日㈭、12月17日㈭午前10時
30分
d市内在住の、生後６カ月～１歳児（開
催日時点）と保護者
e各回20組（申込順）
hバスタオル・飲み物・ミルク（母乳の
場合は不要）
i各回前日までに、電話でjへ
b・j芝久保児童館
（p042－465－1678）
❖子育ての話と悩み相談
a10月28日㈬午前10時30分
d市内在住の乳幼児と保護者

e40組（申込順）
i前日までに、電話でjへ
b・j中町児童館
（p042－422－8800）
❖講話「親子の絆づくりプログラム」
a11月９日㈪・16㈪・30日㈪、12月
７日㈪午前10時（全４回）
d市内在住の、生後２～５カ月児（初回
開催日時点）と保護者
e10組（申込順）
hバスタオル・飲み物
i10月30日㈮までに、電話でjへ
b・jひばりが丘児童センター
（p042－465－4540）
※いずれの講座も詳細は、市内の各児童
館で配布するチラシをご覧ください。
◆児童青少年課n
（p042－460－9843）

リユース推進講座
ミッキーとあそぼう!! 親子でエコダンスとリユース～秋～
a９月４日～12月11日の金曜日午前
10時～11時30分
bエコプラザ西東京　
※当日、直接会場へ
cエコダンス・親子体操・障害物遊び・
家庭の不用品を持ち寄って譲り合うリ
ユース活動
d乳幼児と保護者（市内在住・在勤）
e各回25組（先着順）
hタオル・飲み物・子ども用の名札（用
意可能な方のみ）・室内履き（はだし可）・
動きやすい服装

jエコプラザ西東京（p042－421－
8585　※午前９時～午後５時）
◆環境保全課（p042－438－4042）

障害物遊び

　茨城県行
なめ

方
がた

市の大自然の中で、さつま
いも収穫やフルーツトマト狩りなどを体
験します。また「なめがた野菜クイズ」な
ど、楽しいプログラムも予定しています。
収穫体験を通して親子や人と人との絆を
深めませんか。
※この事業は、市と災害時相互応援協定
を結んでいる行方市との共同事業です。
a10月４日㈰
集合：午前７時30分、解散：午後６時
30分（予定）
※雨天決行・荒天中止（天候によりプロ
グラムや収穫作物が変更になる場合あ
り）
b茨城県行方市内
※大型観光バスを使用。集合・解散は田
無庁舎
d市内在住の小学生と保護者
e23組46人（申込多数の場合は抽選）
g１組2,000円（昼食・体験代など）　
※当日徴収
h雨具、汚れてもよい服装・靴

※暑さ対策が必要です。
※さつまいものお土産あり（10㎏まで）
i９月11日㈮（必着）までに、往復はが
きで〒188－8666市役所児童青少年課
へ
※詳細は、市内の小学校・児童青少年課
（田無庁舎１階）・各児童館で配布するチ
ラシをご覧ください。
j事業内容について…茨城県行方市農
業振興センター（p0291－35－3114）
応募方法などについて…下記へ
◆児童青少年課n（p042－460－9843）

「親子で農業体験2015」inなめがた

さつまいもの収穫

　地域の中で子どもを預けたい方（ファ
ミリー会員）と、預かる方（サポート会員）
が会員となり、子どもの預かり・送迎・
外出の同行などを会員間で行う有償の相
互援助活動事業です。ファミリー会員が
支払う利用料金が、サポート会員の活動
報酬となります。
❖サポート会員になりたい方
　養成講習会を受講してください。
a・c別表１参照
b田無総合福祉センター
d市内在住で満20歳以上の心身ともに
健康な方で、講習会を全て受講し、修了
後はサポート会員として登録・活動がで
きる方
※保育なし
※全日程の受講が難しい方はご相談くだ
さい。活動に少しでも関心のある方、受
講を迷っている方もお気軽にお問い合わ
せください。
e30人（申込多数の場合は抽選）
g2,000円（テキスト代）
i10月２日㈮までに、 電話でjへ
※後日、決定通知を送付
※平成28年６月にも同様の講習会を防

災センターで開催します。
❖ファミリー会員になりたい方
□利用内容　子どもの預かり、保育園・
幼稚園・習い事の送迎など

□利用時間・場所　毎日午前６時～午後
11時・サポート会員宅など

□利用料金（１時間当たり）
平日午前８時30分～午後５時…800円
上記以外の曜日・時間帯…1,000円
□利用方法　登録説明会に参加し、ファ
ミリー会員として登録後、利用できます。
□ファミリー会員登録説明会
a・b別表２参照
e各回20人　※保育あり：各回10人（申
込順）
h保護者の顔写真（縦３㎝×横2.5㎝）１
枚・印鑑・82円切手（会員証郵送用）・
ボールペン
i各回前日の午後５時までに、電話でjへ
jファミリー・サポート・センター事務
局（p042－438－4121　※平日午前９
時～午後５時）
◆子ども家庭支援センター
（p042－425－3303）

ファミリー・サポート・センター

□別表１　サポート会員養成講習会
日程 時間 内容

10月13日㈫ 午後１時～４時 オリエンテーション・本市の子育て支援

14日㈬
午前９時30分～正午 子どもの心の発達とかかわり
午後１時～４時 子どもを安全に預かるために

15日㈭
午前９時30分～正午 子どもを預かる心構え
午後１時～３時30分 子どもの生活と遊び

16日㈮ 午前９時～正午 登録説明会・修了式
□別表２　ファミリー会員登録説明会

日程 時間 場所
９月10日㈭

午前10時～正午
田無総合福祉センター

19日㈯
防災センター

10月３日㈯
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イベント NEWS もっと知ろう！ 楽しもう！

交通安全講習会
①９月11日㈮ 保谷こもれびホール
②９月17日㈭ 西東京市民会館
いずれも午後７時～８時
※当日、直接会場へ
　秋の全国交通安全運動が、９月21
日㈷～30日㈬の10日間実施されます。
　これに先立ち講習会を開催しますの
で、ぜひご参加ください。
j西東京市交通安全協会
（清水p042－461－2210）
◆道路管理課o
（p042－438－4055）

バイクスクール
９月13日㈰ 午前９時（受付：８時30分）
田無自動車教習所（芝久保町４－４－４）
※当日、バイクで直接会場へ

　二輪車の交通事故防止のための教室
です。
j田無自動車教習所
（p042－461－7111）
◆道路管理課o
（p042－438－4055）

創業支援セミナー
ミニブルーム交流カフェ
９月17日㈭ 午後７時～９時
イングビル
　創業に関心がある方を対象に、体験
談など創業に関する講演や、仲間・ネッ
トワークづくり、情報交換を行います。
□第１部　講演会
c「ニッチな課題で新しい仕事を生む
“ファブレス企業”のものづくり～視覚
障がい者向けボードゲームを開発する、
アイデア集団の挑戦～」
f濱田隆史さん（ギフトテンインダスト

リ㈱代表）
□第２部　トークセッション
c講師・参加者同士による情報交換・
ネットワークづくり
e20人（申込順）
i専用khttp://www.bloom-c.bizから

□共催　多摩信用金庫、日本政策金融
公庫、西東京創業支援・経営革新相談
センター
j多摩信用金庫（p0120－778－265
※平日午前９時～午後５時）
◆産業振興課o（p042－438－4041）

花いっぱい運動 コミュニティー
ガーデナー養成講座
９月～平成28年２月の第３土曜日
午後１時30分～４時（全６回）
西東京いこいの森公園

　楽しみながら花を育てるための技
術・知識を学んでみませんか。
cデザインの知識・植栽の技術・公
共花壇の見学・病害虫の防除など

d・e市内在住・在勤で、受講後「花
いっぱい運動」のボランティア活動に
参加できる方・30人（申込順）
g2,000円（資料代）
i９月12日㈯までに、電話でjへ
jNPO法人西東京花の会
（水井p080－3364－4422）
◆みどり公園課o
（p042－438－4045）

*

講演会「日本に住む外国人市民
を取り巻く問題」
９月19日㈯ 午後２時～４時
イングビル　※当日、直接会場へ
　外国人市民は言語や文化の違いから
さまざまな問題を抱えており、多種多
様な内容の相談が市に寄せられていま

す。近くに住む外国人市民が日本でどの
ように暮らしているのか、どんな悩みを
抱えているのかを考えてみませんか。
e40人（先着順）
◆文化振興課o（p042－438－4040）

2015早稲田スポーツフェスタ
in 東伏見
９月21日㈷ 午前10時～午後４時
早稲田大学東伏見キャンパス（東伏見駅
南口徒歩５分）　※当日、直接会場へ

　子どもから大人まで、家族で楽しめ
るスポーツイベントです。早稲田大学
のスポーツ施設でさまざまなスポーツ
に挑戦でき、学生が優しくスポーツを
教えてくれます。ゲストやいこいーな
などのキャラクターも来ますので、お
気軽にご参加ください。
c●スポーツ体験
野球・サッカー・ラグビー・テニス・
バスケットボール・ゴルフ・相撲・ラ
クロス・ホッケー・フラッグフットボー
ル・ライフル・アーチェリー・卓球・
体操ほか

●おもしろ体験
ちゃんこ鍋・ジュニア乗馬・馬との触
れ合い・スタンプラリー
●展示
チアリーディングステージ・レースカー・
グライダー・早稲田スポーツ写真
※一部、定員や実費負担あり
j早稲田大学競技スポーツセンター
（p03－5286－3757）
◆企画政策課n（p042－460－9800）

秋のENJOYニュースポーツ交流会
９月27日㈰ 午前９時20分～11時
30分（受付：午前９時）
スポーツセンター

　誰でもすぐにゲームが楽しめる
ニュースポーツ（ユニカール・ボッ
チャ・輪投げ）の交流会です。普段運
動していない方、障害のある方もお気
軽にご参加ください。

□ユニカールとは　カーペット上の
カーリングで、ストーンをいかに標的
に近づけるかを競います。
□ボッチャとは　ボールを転がしたり、
ほかのボールに当てたりして、いかに
目標球に近づけるかを競います。
d市内在住・在勤・在学の小学生以
上（小学３年生以下は保護者同伴）
e大人36人・子ども12人（申込順）
h運動ができる服装・室内用運動靴・
タオル・飲み物など

i９月11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・電話番号を明記し、〒202－
8555市役所スポーツ振興課「秋の
ENJOYニュースポーツ交流会」係へ
※チーム（１チーム３人）での申し込み
も可
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

パリテ女性の自立支援講座
輝く私のために～かけがえの
ないあなたを応援！～
日程：下記参照 午前10時～正午
住吉会館ルピナス
　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
方を考える、女性のための講座です。
❖タッピングタッチ～こころとからだ
のリラクゼーション～
a９月28日㈪、11月16日㈪
e各回20人（申込順）　※重複受講可
❖アートでリフレッシュ！～こころと
からだに深呼吸～
a10月９日㈮・22日㈭（全２回）
d・e両日受講できる方・20人（申込順）
❖これってモラハラ？～こころとから
だに与えるマイナスの影響～
a10月13日㈫
e30人（申込順）
❖もしも離婚となったら～知っておき
たい法知識～
a10月27日㈫
e30人（申込順）

①講演会「注意してほしい10大食品添
加物」
　日頃、何げなく口にしている食品添
加物について考えます。
a９月29日㈫午前10時～正午
bコール田無　※当日、直接会場へ
e100人（先着順）

f渡辺雄二さん（科学ジャーナリスト。
「食べるならどっち!?」など著書多数）
□保育サービス
d・e生後６カ月以上の未就学児・９
人（申込順）
iファクス・Eメールで下記へ

②これで我が家は毎日ピカピカ！おそ
うじ予定を立ててみよう～忙しい人ほ
ど良い習慣、重曹・クエン酸・粉石け
んでシンプルそうじ～
　汚れをピカピカにするクエン酸や重
曹を使うエコ掃除のコツやテクニック
を体験してみましょう。
a10月16日㈮午前10時30分～正午、
10月17日㈯午前10時30分～正午・
午後２時～３時30分
e各回10人
③親子でつくる地粉・地場野菜の団子汁
　市内産の小麦粉や野菜で団子汁を作
ります。
a10月17日㈯午前９時30分～11時45分
d・e小学生と保護者・12組

④ちびまる子ちゃんと考えるおこづかい
　ちびまる子ちゃんのアニメを見たり、
クイズに挑戦したりしながら、お金の
使い方・買い物の仕方・おこづかいの
管理などを、親子で一緒に考えます。
おこづかい帳のプレゼント付き！
a10月17日㈯午後２時～３時30分
d・e小学生と保護者・10組
□共通事項
b消費者センター分館
i９月15日㈫（必着）までに、往復は
がき・ファクス・Eメールで、希望の
講座名・希望日時（②のみ）・住所・氏名・
電話番号・ファクス番号（ファクスで
申し込む場合のみ）を明記し下記へ（申
込多数の場合は抽選）

□企画・運営　第15回西東京市消費生活展実行委員会
◆協働コミュニティ課o（p 042－438－4046・l 042－438－2021・
mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp）

a９月６日㈰
　午前９時ごろ～正午
b田無庁舎市民広場　※雨天中止

※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）

　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。
※りさいくる市が中止の場合は、回収も
中止

資源物の持込回収資源物の持込回収りさいくる市

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。）

バケツ・ポリタンク・

a10月4日㈰午前９時ごろ～正午
bエコプラザ西東京
□出店資格　成人で市内在住の個人・
団体（業としている方を除く）
□募集区画数　43区画(１区画約３.５㎡)
i９月10日㈭（消印有効）までに、往
復はがきに参加者全員の氏名（ふりが
な）、代表者の住所・年齢・電話番号、
出店物（衣類・雑貨など）を明記し、〒202

－0011泉町３－12－35ごみ減量推
進課へ（応募は１世帯１通。当日の参
加者による申し込みに限る。申込多数
の場合は抽選）
※飲食物・動植物などの販売は不可
※出店場所の選択は不可
◆ごみ減量推進課
（p042－438－4043）

「りさいくる市」フリーマーケット出店者募集

西東京市消費生活展
関連イベント（事前募集）

第15回
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※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。

□共通事項
i９月１日㈫午前９時から、電話ま
たはEメールで、件名「自立支援講座」・
住所・氏名・電話番号・希望講座名を
添えて下記へ
※保育あり：生後６カ月以上の未就学
児・各回15人（申込順）
◆男女平等推進センター（p042－
439－0075・mkyoudou@city.
nishitokyo.lg.jp）

多摩六都フェア
第13回 水と緑ウオッチングウオーク
10月３日㈯ 午前９時～正午（予定）
※雨天決行・荒天中止
集合：西武新宿線小平駅南口

　多摩六都の水と緑を楽しんでみませ
んか。
□コース　小平駅南口→小平霊園→柳
窪緑地保全地域→しんやま親水広場→
新所沢街道→野火止用水→東村山市運
動公園（休憩）→万年橋の大ケヤキ→久
米川駅北口（解散）
e100人（申込多数の場合は抽選）
h飲み物・雨具など

i９月18日㈮（必着）までに、往復はが
きまたはEメールで、参加者全員の住所・
氏名・年齢・電話番号を明記しjへ
□主催　多摩北部都市広域行政圏協議会
j東村山市みどりと公園課（〒189－
8501東村山市本町１－２－３・p042
－393－5111・mmidori@m01.city.
higashimurayama.tokyo.jp）
◆みどり公園課o
（p042－438－4045）

沿線３市連携事業
写真展とトークセッション
「いま、働くこと育てること」
①10月３日㈯～８日㈭ 
午前９時～午後５時
②10月４日㈰ 午後２時～４時
東久留米市役所１階（西武池袋線東久
留米駅西口徒歩５分）

①写真展
c同事業のワークショップ「パパ 父 
お父さんの一日」から生まれた写真と、
落合由利子さん（写真家）の「働くこと育
てること」の展示
※当日、直接会場へ
②保育の専門家などによるトークセッ
ション
d40人（申込順）
i９月２日㈬～30日㈬に、電話また
は直接jへ
□保育サービス　
d・e２歳～未就学児・５人（申込順）
i９月２日㈬～24日㈭に、電話また
は直接jへ
j東久留米市男女平等推進センター
（p042－472－0061） ※火曜日は休館
◆男女平等推進センター
（p042－439－0075）

a

就職支援セミナー
①10月５日㈪　②６日㈫ 
③７日㈬ 午後１時30分～３時30分
防災センター
c①就職活動準備と自己理解・職業
理解　②履歴書・職務経歴書の書き方

③面接対策　※いずれも講義形式
d雇用保険を受給中の方
e各回50人（申込順）
※定員内で重複受講可
h筆記用具・雇用保険受給資格者証
i９月７日㈪から、電話で㈱東京リー
ガルマインド（運営委託先p03－
5913－6910　※平日午前９時～午
後５時）へ
□保育サービス　保育希望者は、セミ
ナー申込後に必ず予約してください。
d・e生後６カ月～４歳児・各回８人
（申込順）
i９月７日㈪～30日㈬正午に、電話
で産業振興課へ
jハローワーク三鷹　職業相談部門
（p0422－47－8617）
◆産業振興課o
（p042－438－4041）

西東京市プレイリーダー
養成講座（全３回）

①10月９日㈮ 午後７時～９時
田無児童館
②10月25日㈰ 午前10時～午後３時
西原北児童館
③11月15日㈰ 午前９時45分～午
後４時15分　西原北児童館

　子どもたちと関わる活動や仕事をし
ている方・したい方、地域で子どもた
ちと関わるボランティアをしたい方、
あなたの「これから」を広げます！
c①講演「子どもの遊びとコミュニ

ケーション」　②子どもが喜ぶ遊びの体
験・企画の立案　③指導の実践（親子
デイキャンプに遊びのコーナーを出店）
d・e高校生年代以上・30人（申込順）
i９月15日㈫～10月２日㈮に、電話・
ファクス・Eメールで、住所・氏名・
年齢・性別・職業・電話番号を添え
てjへ
※子ども同伴で受講を希望する方は、
事前にご相談ください。
j田無児童館（p・l042－462－6237
・m jidoukan@city.nishitokyo.lg.jp）
◆児童青少年課n
（p042－460－9843）

市民介護講習会
10月31日㈯、11月７日㈯・
14日㈯ 午前10時～午後３時（全３回）
特別養護老人ホーム緑寿園
　高齢者を支える基本知識と介護技術
をテーマとした、施設の専門職員によ
る講習会です。
d市内在住の、高齢者を介護する家
族・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たい方で、
全日程受講可能な方
e20人（申込多数の場合は抽選）
i９月15日㈫（消印有効）までに、は
がきに住所・氏名・年齢・電話番号・
希望講習内容（可能な範囲で対応）を明
記し、〒202－8555市役所高齢者支
援課「市民介護講習会」係へ
◆高齢者支援課o
（p042－438－4028）

往復はがきによるお申し込みの際は、記載面のお間違いや、返信用の宛先記入漏れなどにご注意ください。

多摩六都科学館ナビ

　夏休みの宿題はいつの時代も苦労
しますが、世紀の宿題となればなお
さらです。1915年、アインシュタ
インは「一般相対性理論」を発表しま
した。特殊相対性理論（1905年）で
は宇宙の光の速さが不変であるため
空間や時間が伸び縮みすることを発
見しましたが、一般相対性理論では、
重力によっても空間や時間が歪むこ
とを予言したのです。
　現在、大質量天体により光の道筋
が歪む“重力レンズ効果”や、GPSに
は欠かせない時間の補正は一般相対
性理論の正しさを示しています。し
かし、理論が予言する「重力の歪み
が波として伝わる」重力波は、いま

だ誰も観測できていません。
　アインシュタインの宿題に挑む研
究は、東京大学宇宙線研究所が田無
に拠点を構えていたころから積み上
げられてきました。現在、神岡鉱山
（岐阜県）の地下に重力波観測装置
KAGRAの建設が進み、今冬から試
験稼働の予定です。世紀の宿題は
田無で育まれた研究により、解き
明かされる日を待っているのです。

天才が残した100年越しの宿題
ロクト・サイエンス・
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　来館者と触れ合いながら、科学の面
白さを伝えるメンバーを募集します。
子どもと接するのが好きな方や科学に
興味のある方、工作・実験・読み聞か
せなど、特技を生かして活動してみま
せんか（活動は無償）。
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
ぐらいで週１回程度活動できる方・約
20人
ジュニアボランティア：小学５年生～

18歳（高校生年代）で月１回程度活動
できる方（要保護者同意）・約10人
i９月５日㈯～30日㈬（必着）に、当
館・市役所・公民館・図書館などで配
布の応募用紙を、jへ郵送または持参
※募集要領・応募用紙は、当館kから
もダウンロード可
※締め切り後、面談日程を連絡します。
j多摩六都科学館（〒188－0014芝久
保町５－10－64・p042－469－6100）
※１日㈫～４日㈮・７日㈪・14日㈪・
24日㈭・28日㈪は休館

ボランティア会 会員募集

さらに詳しく知りたい方は…
「アインシュタインの宿題に挑む
～重力波検出への期待～」
a10月12日㈷　
※要予約。詳細は、当館kで

伝言板
み ん な の

　「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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主な訓練名 実施場所など

シェイクアウト訓練（一斉防災行動訓練） 発災場所（自宅・職場など）
避難活動訓練・避難住民誘導訓練 各地域 → 避難場所
体験型訓練（起震車・初期消火・煙・応急救護など）

都立東伏見公園

非常炊き出し訓練（配布は午前10時30分ごろから）
ライフライン関係機関体験訓練（電気・ガス・電話など）
備蓄品資機材稼働体験訓練
応急給水訓練（消火栓からの応急給水活動）
倒壊建物救出・救助訓練
消火訓練・延焼阻止線設定訓練（一斉散水）
避難施設開設訓練（防災体感シアターがご覧になれます） 東伏見小学校体育館

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

「西東京市からのお知らせ」
エフエム西東京（84.2MHz）
❶午後0時45分～1時（月～日曜日）
❷午後8時～8時15分（月～金曜日）

音声版「声の広報」も作成しています
「広報西東京」をデイジー版（CD－ROM）・テープ
版でお聞きになれます。 詳細は、 谷戸図書館
（p042ー421ー4545）へお問い合わせください。

凡例

　総合防災訓練が行われている間、姉妹都市である福島県下郷町のホームペー
ジ（トップページ）に、西東京市の防災訓練情報が掲載されます。
　これは訓練として、西東京市のホームページが災害による被災のため閲覧ま
たは更新ができない状態になったことを想定して、西東京市の情報を被災して
いない福島県下郷町のホームページに代理掲載するものです。同様に、同日に
行われる下郷町の防火訓練の情報を、西東京市のホームページに代理掲載します。

　万が一に備えて、下郷町ホームページを「お気に入り」や「ブックマーク」に登
録するなど、スムーズに閲覧できる準備をお願いします。
◆秘書広報課n（p042－460－9804）
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□参集方法　当日の午前9時に放送される防災行政無線の合図で、まずは左記のイラス
トの行動をとり、家庭内の安全を確認した後、訓練会場へご参集ください。会場まで
は「防災ウオーキング（地域の危険箇所を確認しながら歩くこと）」でお越しください。
　なお、これらの行動をとった人数を集計しますので、当日配布のアンケート（会場に
参集しない方は市k上のアンケート）にご協力ください。

総合防災訓練を実施します
みんなで体験しよう！
～命を守る防災行動力～

a９月６日㈰午前９時～正午
（雨天決行・荒天中止）

b①都立東伏見公園　②東伏見小学校ほか
　平成23年の東日本大震災以降、自らの備え（自助）や地域の
助け合い（共助）の重要性が再認識されています。防災訓練は、
市民一人一人が日常および災害発生時に「自らが何をするべき
か」を考え、災害に対して準備をするなど、防災に関する意識
や知識、行動力の向上を図る良い機会です。災害に強いまち
づくりのために、ぜひ訓練に参加しましょう。

地震が発生したら…まずこの行動をとろう！！

イラスト提供：効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議

　訓練当日、次の時
間帯に放送します。
ご理解・ご協力をお
願いします。

防災行政無線運用訓練を市内75カ所で一斉に行います
時間 内容

８時45分 事前放送
９時 災害発生（緊急地震速報）
９時02分 災害発生広報
９時20分 避難勧告（訓練会場周辺）
正午 訓練終了報告

□公園内車両規制のご案内
　（午前８時～午後１時）

　会場では、各種体験型訓練を
実施し、関係機関のPRコーナー
を設置します。訓練などを体験
しスタンプを集めた方には、防
災グッズなどの参加賞を差し上
げます（先着順・数量限定）。
※スタンプラリー用台紙は当日、
都立東伏見公園の受付で配布

に参加しように参加しよう
ス タ ン プ ラ リ ー

９時 10時 11時 12時

02 20
00

20 00
40 30

20 30
20 30
20 00

30 45
45 55

40 00

福島県下郷町のホームページに西東京市総合防災訓練情報を掲載！～代理掲載訓練～

大規模災害などで市の
ホームページがつながらないときは 下郷町 検 索で

　午前9時ごろ、多摩直下地震が発生しました。
　西東京市は震度6強を計測し、東伏見・柳沢を中心に老朽化建築物の倒
壊、同時多発的な火災による甚大な被害が発生。市は災害対策本部を設置。
市民の皆さんは、自分たちのまちは自分たちで守るために近隣の救助・
救急・消火などを地域住民一体となって実施してください。

いろんな訓練を体験しよう！
訓練想定

西武柳沢駅

交番

東伏見
稲荷神社

東伏見交差点
青梅街道

西武新宿線 至西武新宿

①

②

会場
案内図

西武新宿線

車両規制区間

煙体験 起震車
受付

本部テント
市民テント

炊き出し
倒壊建物救出・救助訓練
消火訓練・延焼阻止線設定訓練

訓練関係者
駐車場

消火栓

市民体験
コーナー

避難施設開設訓練

市民参加による
バケツリレー
（消火訓練の中で
行います）

起震車
防災体感シアター応急給水訓練

炊き出し訓練
（地場野菜を使ったカレーライスが試食できます）
※収穫状況により使わない場合があります

いろんな地震動を
体感しよう！

ドーム内で映像を見ながら、
地震災害を体感しよう！

※そのほか、帰宅困難者対応訓練や医療救護所開設訓練も実施します（関係者のみ）。
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