
平成28年１月１日号

3≪西東京消防署からのお知らせ≫　病院？ 救急車？ 迷ったら、♯7119または東京消防庁k「東京版受診ガイド」のご利用を

　東京都・特別区・26市２町は、都
市計画道路を計画的・効率的に整備す
るため、共に連携しながらおおむね
10年間で優先的に整備すべき路線を
定めた東京全体の事業化計画を策定す
ることとしました。平成27年５月に
「中間のまとめ」を公表した後、皆さん
からのご意見も参考にネットワークの
検証や優先整備路線の選定を進め、こ
のたび「東京における都市計画道路の
整備方針（第四次事業化計画）（案）」と
して取りまとめました。本案は、東京
都k・都民情報ルーム（都庁第一庁舎
３階）・都内各市区町の窓口でご覧に
なれます。
　また本案について、東京都ではオー
プンハウスを、市区町ではパネル展示

を開催するとともに、皆さんからのご
意見・ご提案を募集し、それらを参考
に整備方針を策定していきます。
□本市におけるパネル展示
a・b１月19日㈫～22日㈮・保谷庁
舎１階ロビー、１月26日㈫～29日㈮・
田無庁舎２階ロビー
□意見提出　
２月10日㈬（消印有効）までに、jへ
郵送・ファクス・Eメール・持参
※詳細は、東京都都市整備局kをご覧
ください。
j東京都都市整備局都市基盤部街路
計画課（〒163－8001東京都庁・p03
－5388－3379・l03－5388－
1354・mS0000179@section.metro.
tokyo.jp）
◆都市計画課o（p042－438－4050）

～ご意見をお寄せください～

東京における都市計画道路の
整備方針（第四次事業化計画）（案）

　１月17日は「防災とボランティアの
日」、１月15日～21日は「防災とボラ
ンティア週間」です。これは、平成７
年１月17日に発生した阪神・淡路大
震災を踏まえ、災害時における自主的
な防災活動やボランティア活動の認識
を深めるとともに、災害の備えの充実
強化を図ることを目的としています。
　大地震の発生直後に重要なことは、
人命の安全を守り火災による被害を最
小限に抑えることです。行政のみでの
対応には限界があるため、ボランティ
アの重要性が増しました。

□東京消防庁災害時支援ボランティア
募集中
東京消防庁管内に震度６弱以上の地震
や大規模な自然災害が発生した時には、
消防隊と連携して消防活動の支援を行
います。西東京消防署では平成27年
４月１日現在、203人が登録していま
す。関心がある方はjへお問い合わせ
ください。詳細は、jのkをご覧くだ
さい。
j西東京消防署（p042－421－0119）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

防災とボランティア活動

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

正月朝湯・１月の薬湯

❖正月朝湯
　気分も新たに朝湯につかり、一年の計
を立ててみませんか。
a・b１月２日㈯
ゆパウザ・午前８時～午後１時
みどり湯・午前８時～午後２時
庚申湯・午前９時～午後２時
松の湯・午前10時～午後７時
※入浴料は通常料金
❖１月の薬湯 ～正月 南天の湯～
　南天は「難を転じて福となす」と言われ、
縁起が良く漢方の妙薬として、喉・足腰
の痛みなどに良いそうです。
a・b１月３日㈰・上記各公衆浴場
※小学生以下は入浴無料（保護者同伴）
j西東京市公衆浴場会
（庚申湯p042－465－0261）

創業支援セミナー

　事業計画書のチェックポイント、創業
に向けての行動と心構えを学び、失敗し
ないためのビジネスプランを支援します。

a・b１月18日㈪①午前10時～正午
②午後７時～９時・イングビル
e各回30人（予定・申込順）　※要予約
j西東京創業支援・経営革新相談セン
ター（p042－461－6611）

東大生態調和農学機構公開セミナー
薪ストーブを生かそう

　薪ストーブに関する講義・実習を通し
て、林業の社会的・自然科学的意義を学
びます。
a１月23日㈯午前10時～午後３時30分
b旧東大農場（緑町１－１－１）
d小学生以上（小学生は保護者同伴）
e30人（申込多数の場合は抽選）
g300円
i１月16日㈯（必着）まで
※詳細は、多摩六都科学館kをご覧くだ
さい。
□主催　東京大学生態調和農学機構公開
講座実行委員会、東京大学生態調和農学機
構、東京大学田無演習林、多摩六都科学館
j多摩六都科学館（p042－469－6100）

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  

● にこにこおはなし会　７・21日㈭午前
11時／１～２歳児と保護者対象

● サンサンおはなし会　17日㈰午前11時
／３歳児から対象

● おはなし会　７・14・21日㈭午後３時
30分／３歳児から対象

p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時

谷  戸 

● ちびっこおはなし会　６・20日㈬午前
11時／１～２歳児と保護者対象

● おはなし会　13・27日㈬午後３時30分
／３歳児から対象

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

p042－421－3060
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

● ちいさなおはなしひろば　８・22日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者対象

● おはなしひろば　８・22日㈮午後３時
30分／３歳児から対象

● おはなしのへや　16・30日㈯午後３時
30分／５歳児～小学３年生対象

ようこそ としょかんへ 1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

■専門相談（予約制）
□予約開始　１月５日㈫午前8時30分から（★印は、平成27年12月17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 １月14日㈭・15日㈮・21日㈭・26日㈫午前９時～正午
o １月13日㈬・19日㈫・20日㈬午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談 n ★１月 ７日㈭
午前９時～正午

o １月28日㈭

税務相談 n １月 ８日㈮ 
午後１時30分～４時30分

o １月29日㈮

不動産相談 n １月21日㈭
午後１時30分～４時30分

o ★１月14日㈭

登記相談 n ★１月14日㈭
午後１時30分～４時30分

o ★１月21日㈭

表示登記相談 n ★１月14日㈭
午後１時30分～４時30分

o ★１月21日㈭

交通事故相談 n ★１月13日㈬
午後１時30分～４時

o １月27日㈬
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o ★１月18日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 o ★１月 ７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 ２月 ３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

　消防団による年初めの消防訓練です。
ぜひ、ご観覧ください。
a１月10日㈰午前10時～正午
b都立東伏見公園（東伏見１）
c放水訓練・消防ポンプ車のパレー
ド・消防団員の表彰など

□西東京市消防団
団長の村田恭男さんを筆頭に、227人
の団員がそれぞれ本業を持ちながらも、
市民の生命と財産を守るために、昼夜

を問わず消防・防災活動を行っていま
す。消防団活動にご理解・ご協力をお
願いします。
◆危機管理室o（p042－438－4010）

出 初 め 式西東京市消防団

市民を守る消防車

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　８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　９日㈯午前11時
● おはなしひろば　６・13・27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　22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　９日㈯午前
11時／３歳児から対象
● おはなしひろば　６・20日㈬午後４時
／３歳児から対象

児童館・児童センターとの共催行事
● はじめてのページ　７日㈭午前11時／
下保谷児童センター
● 新町おはなしひろば　20日㈬午後３時
30分／新町児童館／３歳児から対象

１日㈷～４日㈪・12日㈫・18日㈪・25日㈪

休館日

※中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書
館は、15日㈮も休館
※芝久保・谷戸図書館は、11日㈷も休館
※１月19日㈫から、特別整理のため順次休館


