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■専門相談（予約制）
□予約開始　７月６日㈬午前８時30分（★印は、６月20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 ７月14日㈭・15日㈮・21日㈭・26日㈫ 午前９時～正午
o ７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 　８月 ４日㈭
午前９時～正午

o 　７月28日㈭

交通事故相談 n ★７月13日㈬
午後１時30分～４時

o 　７月27日㈬

税務相談 n 　７月 ８日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　７月15日㈮

不動産相談 n 　７月21日㈭
o ★７月14日㈭

登記相談 n ★７月14日㈭
o ★７月21日㈭

表示登記相談 n ★７月14日㈭
o ★７月21日㈭

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o ★７月11日㈪

行政相談 o ★７月 ７日㈭
相続・遺言・成年後見等
手続相談 n 　８月 ３日㈬

■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

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

清掃工場夏休み子ども見学会

a７月28日㈭・29日㈮
①午前10時　②午後２時
b集合：柳泉園組合管理棟１階
d小学６年生以下と保護者
※未就学児は保護者同伴
e各回30人（申込順） 
i７月27日㈬までに、電話・Eメール
でイベント名・参加希望日時・住所・氏
名・年齢（学年）・電話番号をjへ
※詳細はjのkをご覧ください。
j柳泉園組合（p042－470－1545）

シルバー人材センター 
活動紹介フェア

　高齢者に働く場を提供し、生きがいづ
くりと社会貢献に寄与します。
a７月７日㈭～９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活動紹介、入会・受注相談、手作り
小物（バッグなど）の展示・販売
j西東京市シルバー人材センター
（p042－425－6611）

夏休み子ども向け講習会

a８月２日㈫午前10時～午後４時
b保谷東分庁舎
d小学４年生～中学１年生
e20人
cいちごのポーチ作り（きんちゃく袋）

bイングビル
d創業に興味のある方・創業したての方
e30人（申込順）
i・j西東京創業支援・経営革新相談
センター（p042－461－6611） 

平成29年春 入校・入隊自衛隊各種

❖航空学生（パイロット）
海・空航空操縦学生を募集します。
d高卒（見込みを含む）で21歳未満の方
□試験　１次：９月22日㈷
❖一般曹候補生
陸海空一般曹候補生を募集します。
d18歳以上27歳未満
□試験　 １次：９月16日㈮・17日㈯ 

２次：10月６日㈭～12日㈬
iいずれも７月１日㈮～９月８日㈭
j自衛隊西東京地域事務所
（p042－463－1981）

JA東京みらいの催し

❖保谷直売所１周年イベント
a７月５日㈫午前９時～正午（売切次第
終了）　※車での来場はご遠慮ください。
c生鮮野菜・食品などの販売、野菜割引券・
食品などのプレゼント（数量限定）を予定
❖ちびっこ農業教室
a７月16日㈯午前９時～午後２時（受
付：８時30分から）　※雨天中止
b集合：碧山小学校　※駐車場なし
c野菜の収穫体験・スイカ割りなど

d市内在住の小学生と保護者
e30組（申込順）
h昼食・飲み物・筆記用具・はさみ・

h洋裁箱一式・はさみ（紙が切れるもの）・
ものさし（30㎝）・鉛筆・昼食・飲み物
g300円（材料費）
i７月22日㈮（必着）までに、往復はが
きで住所・氏名・学年・電話番号をjへ
※はがき１枚で３人まで申込可
j西東京市シルバー人材センター
（〒202－0013中町１－６－８・p042
－425－6611）

サマーコンサート

a７月15日㈮午後６時30分（６時開場）
b山田病院（南町3－4－10）
cプロ奏者によるバイオリン・ギター・
電子オルガンのトリオ演奏
j地域活動支援センターハーモニー
（p042－452－2773）

西東京創業支援・経営革新相談
センターのご案内

❖西東京創業カフェ（要予約）
a７月８日㈮午前10時～11時30分
bイングビル
c創業に関する基礎知識、地元密着型の
情報提供、グループディスカッションなど

d創業をお考えの方・創業したての方
e20人（申込順）
❖体験談から学ぶ創業基礎セミナー
　市内創業者の体験談を聞きながら、創
業の基礎知識について学びます。
a７月12日㈫午前10時～正午

帽子・軍手・袋
i７月11日㈪までに、電話でjへ
b・j JA東京みらい保谷支店（泉町３－
１－１・p042－421－6479）

「東大農場・演習林」子どもサマースクール
夏の田んぼと林を探検しよう

　東大農場内の水田・草地、演習林のフ
シギや動植物を体験・実感しよう。
a８月１日㈪午前９時～午後４時
※荒天中止
b東大生態調和農学機構（緑町１－１－１）
d・e小学３～６年生・20人（保護者１
人のみ参加可）　※対象学年外の同伴不可
g1,000円（参加者１人当たり）
i７月18日㈷（必着）までに、jのkまた
ははがきで、件名「東大農場・演習林子
どもサマースクール」・住所・氏

フリ

名
ガナ

・学年・
性別・電話番号（参加する保護者の氏

フリ

名
ガナ

・
続柄・年齢）を明記しjへ　※申込多数
の場合は抽選し、当選者へ参加券を送付
※詳細は、bまたはjのkをご覧くだ
さい。
j多摩六都科学館（〒188－0014芝久保
町５－10－64・p042－469－6100）

七夕飾りで夢叶
かな
えよう！

　農場博物館で、短冊に願いを込めて笹
に飾りませんか。七夕伝説を表現した展
示もあります。
a７月５日㈫～８日㈮午前９時15分～
午後２時45分
b・j東大生態調和農学機構（緑町1－1
－1・p042－463－1611）

　法務省が主唱し、全国民が犯罪防止
と罪を犯した人や非行に陥った少年た
ちの更生について理解を深め、犯罪や
非行のない明るい社会を築こうとする
全国的な運動です。
　西東京市社会を明るくする運動実施

委員会は、安心安全なまちづくりのた
めに「あいさつ運動」を実施します。ご
理解とご協力をお願いします。
a７月11日㈪～15日㈮
b市立小・中学校
◆生活福祉課o（p042－438－4024）

社会を明るくする運動７月は強調月間第66回

　法律上では排出規制基準が定められていないため、当組合では廃棄物焼却施設
の排ガス中の水銀濃度について、自己規制値を0.05mg/㎥Nと定め測定してい
ます。分析計測結果は以下のとおりです。

j柳泉園組合（p042－470－1545）　◆ごみ減量推進課（p042－438－4043）

柳泉園組合　水銀濃度測定結果

□水銀濃度分析計測結果（連続測定器）
測定施設 自己規制値 ２月 ３月 ４月
１号炉

0.05mg/㎥N
0.00mg/㎥N 0.00mg/㎥N 0.00mg/㎥N

２号炉 0.00mg/㎥N 0.00mg/㎥N 0.00mg/㎥N
３号炉 0.00mg/㎥N 0.00mg/㎥N 0.00mg/㎥N

※各月の１時間平均値の最高値を表記

　東京都は、西東京市内産農産物について検査をした結果、すべての検体につい
て放射性ヨウ素、放射性セシウムともに検出限界値未満（ＮＤ）でした。検査結果
の詳細については、下記のとおりです。

検査品目 採取日
検査結果【放射能濃度（Bq/㎏）】

ヨウ素－131 セシウム－134 セシウム－137
ネギ（露地栽培） １月22日 測定せず ND（＜６） ND（＜６）

ダイコン（露地栽培） ６月 ３日 測定せず ND（＜5.7） ND（＜5.8）
※「ND」とは、検査機関の分析による検出限界値未満を示します。
※ 農林水産物の放射性セシウムの新基準値は、セシウム134とセシウム137の合計で、
100Bq（ベクレル）/㎏、放射性ヨウ素は半減期が短いため基準値の設定はありません。
 ◆産業振興課o（p042－438－4044）

市内産農産物の放射能検査結果

節水にご協力ください
　東京都の水道水源の８割を占める利
根川水系ダム群の貯水量が急激に減少
しています。
　このような厳しい状況をご理解いた
だき、節水にご協力をお願いします。

j ●東京都水道局お客様センター
　　（p03－5326－1101）
●東京都水道局多摩お客様センター
　 （ナビダイヤルp0570－091－101・
p042－548－5110）

●水源情報ダイヤル
  （p03－3528－3900）
●東京都水道局k


