平成27年10月15日号

保育園など
入園児募集スケジュール
平成28年度

入園申込書類の配布・受付の予定を
お知らせします。
❖はじめにお読みください
①新たに保育園などに入園を希望する
方、平成28年４月から転園を希望す
る方が対象です。
②平成27年度の入園（転園）申込をし
ている方も、平成28年４月からの入
園を希望する場合は、必ず再度申し込
んでください。
③市外の施設の入園申込方法は、施設
がある市区町村で異なります。必ず施
設がある市区町村にご確認ください。
❖就労証明書書式を申込書配布よりも
前に配布します
取得に時間がかかる方は、お早めに
準備を始めてください。
a 10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

平成28年度

は11月２日㈪以降の配布書類をご利
用ください。
□申込書・案内の配布
a 11月２日㈪からの平日
b 保育課（田無庁舎１階）・市内保育園
※市k からもダウンロード可
□入園申込スケジュール
日程

こみね幼稚園
（p 042−465−7716）
田無いづみ幼稚園
（p 042−461−8466）
田無富士見幼稚園
（p 042−461−9553）
田無向ヶ丘幼稚園
（p 042−463−5492）
つくし幼稚園
（p 042−421−1551）

その他書類・案内
配布開始

11月16日㈪

受付開始
（１次）

11月30日㈪

受付終了
（１次）

３

12月 １日㈫

受付開始
（２次）

４

平成28年
２月上旬

選考結果通知
（１次）

２月下旬

受付終了
（２次）

３月上旬〜
中旬

選考結果通知
（２次）

※詳細は、市報11月１日号でお知ら
せする予定です。
◆保育課 n
（p 042−460−9842）

□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

武蔵野大学附属幼稚園
東京女子学院幼稚園
（p 042−461−1783） （p 042−468−3170）
ひなぎく幼稚園
明成幼稚園
（p 042−421−6058） （p 042−461−8517）
ひばりヶ丘幼稚園
谷戸幼稚園
（p 042−461−3876） （p 042−421−4940）
宝樹院幼稚園
（p 042−421−1210）
みどりが丘保谷幼稚園
（p 042−421−2678）

幼稚園類似施設 園児募集
□用紙配布

来年４月の入園希望者を募集します。

10月15日㈭から

j 直接、希望する幼稚園類似施設へ

たんぽぽ幼児教室
こひつじ園
サフラン愛児園
（p 042−421−6085） （p 042−461−0040） （p 042−464−2032）

平成28年度

無認可幼児施設 園児募集

来年４月の入園希望者を募集します。
※たんぽぽ幼児クラブでは、平成28年度の募
集は行いません。

□用紙配布 10月15日㈭から
j 幼児園 どんぐりころころ
（p 090−2638−2100）

◆子育て支援課 n
（p 042−460−9841）

「西東京市動画チャンネル」
試行運用開始！
動画共有サイトYouTubeを活用し
た「西東京市動画チャンネル」
を試行運
用しています。試行期間中は、市の
PR映像を公開していますので、ぜひ
ご覧ください。

6

凡例

（練馬区上石神井３−31−１）
（要保護者同伴）
d 市内在住・在学の小学生
i 10月23日㈮（消印有効）までに、往復
はがきに講座名・学校名・学年・住所・
氏名（ふりがな）・電話番号・同伴の保護

11月 ２日㈪

西東京市動画チャンネル で 検索

◆秘書広報課 n
（p 042−460−9804）

１
２

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。

理科・算数だいすき実験教室（早稲田大学連携事業）

a 11月21日㈯午後２時〜４時30分
b 早稲田大学高等学院

10月15日㈭

私 立 幼 稚 園 園児募集

j 直接、希望する幼稚園へ

第２回

就労証明書の書式
配布開始

来年４月の入園希望者を募集します。

平成28年度

内容

キッズルーム

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
（保谷庁舎３階）
※申込多数の場合は抽選
※第１回教室に参加した方も申込可
※詳細は、市k をご覧ください。
◆教育企画課 o
（p 042−438−4070）

講座名
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〜
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〜
作って飛ばそう！〜紙ジャイロと発射装置の作製〜
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〜

対象学年・定員

費用

小学３年生以上・30人 800円
小学４年生以上・16人 600円
小学４年生以上・20人 300円
小学３年生以上・20人 800円

親子デイキャンプ
をご覧ください
（申込期
親子で野外炊飯などを楽しみませんか。 キャンプ申込書」
限：10月28日㈬）
。
11月15日㈰午前10時・午後１時
（３
a
時間程度） ※雨天決行
j 西原北児童館（p 042−464−3833）
◆児童青少年課 n
（p 042−460−9843）
b 西原北児童館
d 市内在住の小学１〜３年生と保護者
e 各回20組（申込多数の場合は、10月
29日㈭に公開抽選を実施）
g １人当たり100円（保険料）
薪でご飯を炊いて
みよう
i 市k ま た は 各 児 童 館 で 配 布 の「デ イ

消費生活相談

Q&A

トクホとは
ちがうの？

「機能性表示食品」
って何？
機能性表示食品のＣＭを見た。
体に良さそうなので試してみたい
が、機能性の根拠はあるのだろうか。 ト
クホ とは違う制度なのか。

Q

機能性表示食品は食品表示法に
基づき、４月から始まった制度で
す。これまで保健機能を表示できる食品
として、国が個別に認可した「特定保健
用食品（トクホ）」と国の規格基準に適合
した「栄養機能食品」がありました。これ
に追加してできた表示制度で、
「おなか
の調子を整えます」
「脂肪の吸収を穏やか
にします」など、特定の保健目的が期待
できるという表示が可能な食品です。
トクホは国が審査を行い許可した食品
ですが、機能性表示食品は個別の許可を

A

受けたものではありません。事業者の責
任において、科学的根拠に基づいた機能
性が表示されます。
事業者が品質管理や情報収集の体制を
整え、商品販売日の60日前までに消費
者庁長官に届け出ることになっており、
届けられた内容は消費者庁k で公開さ
れます。
生鮮食品を含め全ての食品が対象です
が、疾病に罹患していない人を対象とし
た食品で、疾病の治療や予防を目的とし
たものではなく、トクホのようなマーク
はありません。
利用していて体調に異変を感じた際は
速やかに摂取を中止しましょう。詳細は、
お問い合わせください。
◆消費者センター o
（p 042−425−4040）

公共下水道への切り替えを
現在、市内のほぼ全域で公共下水道
（汚水）が利用できます。トイレが水洗
であっても浄化槽を利用していると、
洗濯や流しなどの汚水は直接河川に流
れ込み、悪臭・汚濁の原因となります。
浄化槽・くみ取り便所を利用している
場合は、遅滞なく公共下水道に接続す
ることが法律で義務付けられています。
お早めに公共下水道へ切り替えをお願

いします。切り替え工事は、市の指定
下水道工事店（市k で確認可）を通じ
て申し込んでください。
◆下水道課 o
（p 042−438−4058）

油・断・快適！

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となります。
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
（p 042−438−4060）

下水道

下水道に油を流さないで

河川の環境を守りましょう

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

