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ⓒシンエイ／西東京市

FM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、11月15日㈫・24日㈭・30日㈬の①午後０時45分　②午後８時から放送予定です。

いこいーな

　マイナンバーカード（個人番号カード）を利用して、全国の主要なコンビニエンス
ストアで住民票などの各種証明書を取得できる便利なサービスを開始します。
　マイナンバーカードをお持ちでない方は、この機会にぜひご申請ください。

◆市民課n（p042－460－9820）　◆市民税課n（p042－460－9827）

安心のセキュリティ対策
印刷された証明書は、コピーすると原
本でないことが分かるほか、偽造防止
などの特殊な処理が施されています。
※市役所の窓口で発行する証明書と
は用紙が異なります。

12月５日

スタート
便利! お得! 全国どこでもコンビニで

証明書が受け取れます！

マイナンバ
ーカードと

暗証番号で
認証します 印刷中にそ

の場を離れ

ないように
しましょう カードの置

き忘れに

ご注意くだ
さい

❖受け取れる証明書
●住民票※１　200円
（本人および同一世帯の方のもの）
●印鑑登録証明書※２　200円
（印鑑登録している本人のもの）
●戸籍全部・個人事項証明書※３　350円
（本人および同一戸籍に記載がある方のもの）
●戸籍の附票※３　200円
（本人および同一戸籍に記載がある方のもの）
●市・都民税課税（非課税）証明書　200円
（最新年度で本人のもの）
※ �各証明書は用途などによって無料となる場合がありますが、無料交付は市役所窓口�
のみの取り扱いです。詳細は市kをご覧ください。

※１�住民票には、マイナンバー・住民票コードは記載できません。
※２�印鑑登録証明書の交付には、事前に市役所窓口で印鑑登録手続きが必要です。
※ ３�戸籍に関する証明書の交付は、本市の住民かつ、本市に本籍がある方に限ります。

□利用時間　午前６時30分〜午後11時
※�年末年始（12月29日〜１月３日）と機器などの
メンテナンス日はご利用になれません。

多機能端末（マルチコピー機）が設置された下記の店舗でご利用にな
れます。旅行先や出張先でも受け取れます。（11月１日現在）
●セブン-イレブン　
●ローソン　
●サークルＫサンクス　
●ファミリーマート　

●セイコーマート
●イオンリテール（千葉・埼玉４店舗）
●コミュニティ・ストア
●セーブオン　ほか

窓口より手数料が100円安い！

夜11時まで交付！

全国のコンビニで利用可能！

POINT❶

POINT❷

POINT❸

主な内容
ひとり親家庭等医療費助成 � �2
11月23日㈷　各種サービス停止 � �3
パブコメ「一般廃棄物処理基本計画(案)」� �3
下野谷シンポジウム「森・海・山の縄文」� �7
12月３日～９日　障害者週間 � �8

西東京市に住民登録がある方サービス
利用対象

マイナンバーカード
※利用者証明用電子証明書が入っているもの
※市民カード・住基カードではサービスを受けられません。

必要なもの

①タッチパネル画面の「行政サービス」をタッチ
②マイナンバーカードを所定の位置にセットして暗証番号を入力
③証明書の種類をタッチ
④手数料を投入して「プリントスタート」をタッチ
⑤証明書と領収書が印刷される

多機能端末（マルチコピー機） ご利用の流れ

マイナンバー
キャラクター

マイナちゃん詳細は、市報12月１日号に掲載予定

いこいーな・マイナちゃん・
マイキーくんが登場！ 公的個人認証

キャラクター
マイキーくん

プレゼントも

あるよ！
12月４日㈰
コンビニ交付

オープニングセレモニー
開催決定！

コピー ファクス

写　真 プリント

スキャン 行政サービス

メニュー

※画面イメージ

コンビニエンスストア



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28年11月15日号

険料に付けることで年金の受給額をより
増やすことができます（月額400円。国
民年金基金加入者は不可）。ご希望の場
合はお申し出ください。
h�●クレジットカード納付…クレジッ
トカード・認め印・年金手帳など

�●口座振替…通帳・届出印・年金手帳など

i保険年金課（田無庁舎２階）・市民課
（保谷庁舎１階）窓口へ
j武蔵野年金事務所（p0422－56－1411）
◆保険年金課n（p042－460－9825）

離職者のための住居確保給付金

福祉

　就労能力・意欲のある離職者で、住宅
を失っている方（失うおそれのある方）を
対象として、住まいの確保と再就職に向
けた支援を行います。
　支給要件や、再就職に向けた就労支援
などの詳細は、市kをご覧になるか下
記へお問い合わせください（平日午前９
時〜午後４時）。
◆生活福祉課o
（p042－438－4023）

平成29年度 「きらっと」文化活動団
体対象の事前調整会議

文化・スポーツ

　平成29年度に南町スポーツ・文化交
流センター「きらっと」を展示会などで連
続利用する文化活動団体を対象に、事前
調整会議を行います。
a11月24日㈭午後６時30分
bきらっと
jスポーツセンター
（p042－425－0505）
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

平成29年度 
スポーツ施設の事前利用申請
　市内で活動するスポーツ団体などが、
広く市民を対象とするスポーツ大会など
を催す施設の事前申請を受け付けます。

という想定で、警察・消防・市が連携し
て訓練を実施します。
　当日、会場周辺でサイレンなど大きな
音が発生します。ご理解・ご協力をお願
いします。
◆危機管理室o（p042－438－4010）

公共施設等マネジメント基本計画を策定

市政

　平成27年12月に策定した公共施設等
マネジメント基本方針に基づき、公共施
設の総量抑制とインフラの適正管理を図
るため、施設分野ごとに課題を整理し、
パブリックコメントなどの意見を踏まえ
ながら、見直しの方向性や今後の取組を
定めた全体施設計画として「公共施設等
マネジメント基本計画」を策定しました。
各施設分野の取組は、本計画に示した方
向性を踏まえ、個別に検討し具体化して
いきます。
　情報公開コーナー（両庁舎１階）・市k
でご覧になれます。
◆企画政策課n（p042－460－9800）

学童クラブ指導嘱託員（29年度採用）

募集

□人数　15人程度
□試験　12月25日㈰・集団面接
□募集案内　児童青少年課（田無庁舎１
階）・市kで配布
i ●郵送：12月15日㈭（消印有効）まで
●持参：12月16日㈮まで

※詳細は、募集案内をご覧ください。
◆児童青少年課n
（p042－460－9843）

市 連からの 絡 帳

11月30日は
国民健康保険料第５期の納期です

税・年金

　納期を過ぎると延滞金が発生すること
があります。納期内納付にご協力ください。
◆保険年金課n（p042－460－9822）

償却資産申告書の送付

　事業用資産を所有している方に、毎年
１月１日（賦課期日）現在所有している資
産について申告をお願いしています。平
成29年度の償却資産申告書を12月上旬
までに送付しますので、事務処理の都合
上、１月23日までに申告してください
（地方税法上の申告期限は１月31日まで）。
　事業用資産を所有している方で、申告
書が届かない場合は、下記へご連絡くだ
さい。申告書を持参する場合は、資産税
課（田無庁舎４階）へお越しください。
◆資産税課n（p042－460－9830）

60歳以降も国民年金に
任意加入・納付できます
　（公的）年金保険料の納付月数が480月
未満のときは、60歳を過ぎても任意加
入手続き後に保険料を納付することで、
老齢年金の受給権の取得や受給額の増額
ができます（高齢任意加入）。
□加入条件　60歳の誕生日前日以降の
申し出日から、「納付月数が480月にな
るまで」または「65歳になるまで」
※原則、クレジットカード納付または口
座振替
※老齢年金を繰上受給している場合や厚
生年金加入中は不可
※65歳までに受給権を得られないとき
は、70歳までに受給権を取得できる場
合に限り、特例高齢任意加入ができます。
詳細は、お問い合わせください。
❖付加年金の加入・納付
　高齢任意加入中も、付加年金を定額保

i12月７日㈬〜26日㈪に、各施設の空
き状況を確認のうえjへ
※先着順ではありません。決定には受付
締切後、２週間〜１カ月程度かかります。
※内容によってはお断りすることがあり
ます。
※期間終了後は、１月25日㈬以降先着
順で受付
□提出書類　①事前申請願　②事業の
要項　③事業の収支見積書（参加料を徴
収する場合のみ）　④団体の平成28年度事
業報告書（申請時の予定で可）　⑤同じ
く決算書（申請時の見込みで可。会計担
当者の署名・押印（朱印）が必要）
※社会教育団体・青少年健全育成団体ま
たは過去３年以内に市内スポーツ施設で
の大会実績がある団体は①〜③のみ

jスポーツセンター
（p042－425－0505）
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

11月29日 全国一斉情報伝達試験

くらし

　災害発生時に全国瞬時警報システム
（Jアラート）により送られてくる情報を、
確実に市民の皆さんへお伝えするため、
緊急情報伝達手段の試験を行います（全
国的に実施）。
a11月29日㈫午前11時ごろ

c市内の防災行政無線より「これは試験
放送です」と４回放送
※災害と間違えないようご注意ください。
※試験時、「安全・安心いーなメール」で
本試験のお知らせを配信予定
□Jアラートとは　国から送られてくる
弾道ミサイル情報や地震などの緊急情報
を、人工衛星などを活用して瞬時に伝達
するシステムです。詳細は、市kをご
覧ください。
◆危機管理室o（p042－438－4010）

11月21日 合同テロ対応訓練

a11月21日㈪午前10時
b旧泉小学校
　市内施設にテロリストが立てこもった

市議会定例会
　第４回定例会は、12月２日㈮か
ら開催する予定です。
　本会議・委員会は、傍聴できます。
日程などは決まり次第、市議会kで
お知らせします。請願・陳情の提出
期限などは、お問い合わせください。
◆議会事務局n（p042－460－9861）

ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 助 成
　18歳に達してから最初の３月31日まで（一定の障
害がある場合は20歳未満）の児童がいるひとり親家庭
やそれに準ずる家庭に対して、保険診療で掛かった医
療費の自己負担分を助成します（課税状況により一部
負担金あり）。
　受給認定された方には、親医療証を交付します。
� ◆子育て支援課n（p042－460－9840）

❖新規申請
d次のいずれかに該当する児童を扶養（監護かつ生計
維持）する父・母・養育者
●父母が離婚　
●婚姻によらず出生し父の扶養を受けない　
●父または母に１年以上遺棄されている　
●�父または母が、死亡・重度障害・１年以上の拘禁・
生死不明、DVによる裁判所からの保護命令を受け
ている
h①申請書　②健康保険証の写し　③戸籍謄本　④
転入した方は「課税・非課税証明書」（所得額・扶養人数・
各種控除額・課税状況などが記載されているもの。必
要年度はお問い合わせください）　⑤身体障害者手帳
または愛の手帳（お持ちの方のみ）　�⑥認め印
※児童扶養手当または育成手当の現況時に③〜⑤の
書類を提出済みの方は、今回の提出を省略できます。

□提出先
子育て支援課（田無庁舎１階）
□助成対象外　次のいずれかに該当する方
●医療保険未加入　
●�申請者または扶養義務者の所得（養育費含む）が限度
額（下表参照）以上　

●生活保護を受給　
●医療費の自己負担分のない施設に入所している

所得制限限度額

扶養人数 本人 扶養義務者・配偶者・
孤児の養育者

０人 192万円 236万円
１人 230万円 274万円
２人 268万円 312万円
３人 306万円 350万円
４人 344万円 388万円

所得制限限度額への加算
以降１人増すごと ��38万円 38万円
老人扶養親族１人につき ��10万円 ��６万円※

特定扶養親族または19歳
未満の控除対象扶養親族
１人につき

��15万円 ０円

所得額からの控除

種別 本人 受給者（養育者）
配偶者・扶養義務者

社会保険料相当額（一律） �８万円 �８万円
障害・勤労学生控除 27万円 27万円
特別障害者控除 40万円 40万円
寡婦（寡夫）控除 ����０円 27万円
寡婦特別加算控除 ����０円 �８万円
雑損・医療費・配偶者特別・
小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額

※所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申
告の方は収入額から必要経費を差し引いた額をいいます。
※離婚などで養育費を受け取っている方は、受け取った養
育費の８割を所得に加算します。

※老人扶養のみの場合は２人目から

　現在、ひとり親家庭等医療費助成制度を利用して
いる方へ、10月下旬に「現況届」を送付しました。
平成29年１月１日から有効の親医療証の交付を受
けるには、「現況届」による更新手続きが必要です。
受給資格があっても「現況届」の提出がないと発行で
きませんので、必ずご提出ください。

更新の方は現況届の提出を
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臨時福祉給付金、年金受給者向け給付金（d障害・遺族基礎年金受給者）の申請は12月28日㈬まで　◆臨時福祉給付金窓口（p042－497－4976）

a11月22日㈫午後２時
b田無庁舎５階
c行政報告ほか

e10人
◆教育企画課o（p042－438－4070）

傍　聴 教育委員会

■図書館協議会
a11月17日㈭午後１時30分〜３時30分
b田無公民館
c平成27年度事業評価ほか

e５人
◆中央図書館（p042－465－0823）

■社会教育委員の会議
a11月21日㈪午後２時
b保谷庁舎３階
c今後の活動
e５人
◆社会教育課o（p042－438－4079）

■中原小学校建替協議会
a11月22日㈫午前９時30分
b保谷庁舎３階
c基本設計案ほか

e10人
◆教育企画課o（p042－438－4070）

■地域密着型サービス等運営委員会
a11月22日㈫午後７時〜９時
b防災センター
c地域密着型サービスほか

e５人
◆高齢者支援課o（p042－438－4030）

■文化財保護審議会
a11月25日㈮午前10時〜正午
b保谷庁舎別棟
c西東京市の文化財保護
e５人
◆社会教育課o（p042－438－4079）

■市立学校給食運営審議会
a11月28日㈪午後２時30分
b保谷小学校
c中学校給食ほか

e５人
◆学校運営課o（p042－438－4073）

■男女平等参画推進委員会
a11月28日㈪午後６時
b田無庁舎５階
c西東京市第３次男女平等参画推進
計画・西東京市配偶者暴力対策基本計
画（平成27年度）評価報告書ほか

e５人
◆協働コミュニティ課
（p042－439－0075）

■地域公共交通会議
a11月30日㈬午前10時〜正午
b保谷東分庁舎
cはなバス運賃のあり方
e５人
◆都市計画課o（p042－438－4050）

傍　聴 審議会など

　市役所庁舎の電気設備点検に伴い、11月23日㈷は終日、次のサービスが停止
します。ご理解・ご協力をお願いします。

各種サービス停止11月23日㈷

❖公共施設予約管理システム
●全てのロビー端末　●有料施設の入
金　●メール配信
※有料施設を利用する方は、11月22
日までの各施設の営業日に入金してく
ださい（入金のお問い合わせは利用施
設へ）。
◆情報推進課n（p042－460－9806）

❖住民票等自動交付機（全て）
◆市民課n（p042－460－9820）
　　　　o（p042－438－4020）

❖図書館k・メール送信サービス
　全て停止。予約などの通知メールは
翌日以降に送信します。
◆中央図書館（p042－465－0823）

　平成27年10月１日現在で実施された国勢調査の人口・世帯数確報値が総務省
より公表されました（総務省kでも閲覧可）。
　調査へのご協力ありがとうございました。◆総務法規課n（p042－460－9810）
□平成27年国勢調査確報値（西東京市）

人口（人） 世帯数総数 男 女

調査年 平成22年 19万6,511 ９万6,437 10万74 ８万7,457
平成27年 20万12 ９万7,830 10万2,182 ８万9,734

増減数 3,501 1,393 2,108 2,277
増減率（％） 1.78 ― ― 2.60

平成27年国勢調査 人口・世帯数結果

事案名　一般廃棄物処理基本計画(素案)
� ◆ごみ減量推進課（p042－438－4043）

策定趣旨 市の廃棄物の減量施策、再利用の促進に関する考え方や施策の方向性を
具体化するための計画素案を取りまとめました。

閲覧方法 11月15日㈫から、情報公開コーナー（両庁舎１階）・市k
対象 市内在住・在勤・在学者、市内に事務所または事業所がある法人・団体

提出期間 11月15日㈫〜12月14日㈬

提出方法 ①持参（エコプラザ西東京）　②郵送（〒202－0011泉町３－12－35
ごみ減量推進課）　③ファクス（l042－421－5410）　④市kから

検討結果
の公表 ２月（予定）

※匿名意見は受け付けませんので、意見提出の際は、住所・氏名を必ずご記入ください。
※ご意見には個別に回答しません。

　市の重要な政策を策定する際に、原案を公表して広く市民の皆さんから意見を
求め、いただいた意見を考慮しながら政策を決定します。

市民の皆さんの意見をお寄せくださいパブリック
コメント

■専門相談（予約制）
□予約開始　11月18日㈮午前８時30分（★印は、11月４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

11月22日㈫・30日㈬、12月１日㈭・２日㈮�午前９時〜正午
※12月１日㈭は人権・身の上相談を兼ねる

o
※11月24日㈭は午前９時〜正午で人権・身の上相談を兼ねる
12月６日㈫・７日㈬　午後１時30分〜４時30分

人権・身の上相談 n ★12月�１日㈭ 午前９時〜正午
o ★11月24日㈭

交通事故相談 n 　12月14日㈬ 午後１時30分〜４時
o ★11月30日㈬

税務相談 n 　11月25日㈮

午後１時30分〜４時30分

o 　12月２日㈮

不動産相談 n 　12月�１日㈭
o 　12月�８日㈭

登記相談 n 　12月�８日㈭
o 　12月15日㈭

表示登記相談 n 　12月�８日㈭
o 　12月15日㈭

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n 　12月12日㈪

行政相談 n 　12月16日㈮
相続・遺言・成年後見等
手続相談 n ★12月�７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

事案名　公共施設等マネジメント基本計画（案）
� ◆企画政策課n（p042－460－9800）

【公表日】11月14日　【募集期間】８月25日〜９月24日　【意見件数】186件（53人）
お寄せいただいた主な意見 検討結果

本計画には、まちづくりの全体
像が見えない。どんなまちづく
りを考えているのか示してもら
いたい。� （２件）

本計画は、基本方針に掲げた公共施設の総量抑制
やインフラの計画的な管理の方針に沿って、施設
分野ごとに課題を整理し、見直しの方向性や今後
の取組を定めたものであり、市域全体のまちづく
りの方向性との整合を取るため、総合計画の見直
しに併せて適宜改定を行います。

市民１人当たりの建物面積につ
いて、施設保有量を10％削減
すると、今でも東京都平均より
少ないのにさらに減ってしまう
のではないか。

本市の公共施設は合併以降増加しており、厳しい
財政状況の下では、全ての公共施設の更新需要へ
の対応は不可能なことから今後の方向性を「総量
抑制」とし、市民ニーズの変化などに対応するため、
施設の適正配置などにより安全・安心の確保や
サービスの維持・向上に努めます。

総量10％削減は財政上やむを
得ないとしても、施設分野ごと
に見直す以前に、市全体として
どうするかの視点が重要である。
ポートフォリオ分析結果を前提
とした見直しを行わないでもら
いたい。

公共施設の見直しは、各施設の劣化状況や利用・
運営状況など課題を明らかにしたうえで、利用実
態や利用者の意見などを調査・分析し、市民の皆
さんの安全・安心の確保やサービスの維持・向上、
まちづくり、将来需要動向などの視点から方向性
を決定します。

10％削減に向けたロードマッ
プの対象世代について、学童ク
ラブは0〜14歳としているが、
実際の利用者の世代を反映して
いないのではないか。

学童クラブの対象者は、規則に小学校の就学児童
と明記されていることから、ご指摘を踏まえ、対
象世代を6〜11歳に修正します。

田無庁舎敷地の市民広場に仮庁
舎を建てるのは反対である。一
時的にせよ、保谷庁舎のあるス
ペースになら、他の場所を借り
る費用負担なしに建て替えが可
能である。

「庁舎統合」は、引き続き市民の皆さんへの丁寧な
情報提供や全市的な議論につながる取組を進める
とともに、財政的な担保である庁舎整備基金への
十分な積立期間を確保するため、田無庁舎の耐用
年数の目安である平成45年度をめどに実現します。
喫緊の課題である保谷庁舎の老朽化と耐震対応を
早期に図るとともに、二庁舎体制の課題の一定程
度の解消を目指し、平成32年度までに保谷庁舎は
取り壊し、田無庁舎市民広場に仮庁舎を整備したう
えで、保谷庁舎機能を田無・保谷庁舎敷地に再配
置する「暫定的な対応方策」を当面の方策とします。

現在の田無庁舎の土地を活用し
て図書館と公民館を充実させる
べきである。

耐震改修促進計画の耐震化目標を達成するため、
耐震性や未利用の部屋・スペースの課題がある市
民会館と、同様に耐震性に課題のある中央図書館・
田無公民館の合築複合化を検討しています。

庁舎問題・３館合築複合化につ
いて、市民参加条例を順守し、
多くの市民の意見を丁寧に、よ
く聞く手立てをしてもらいたい。

公共施設の見直しにあたり、市民参加は重要であ
ると考えており、見直しの方針案を取りまとめた
後、市民説明会やパブリックコメントなどによる
丁寧な情報提供や意見聴取に努めます。

　下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を要約し、市の考え
方をまとめたものです。
　全文は、情報公開コーナー（両庁舎１階）・市kをご覧ください。

寄せられた意見の概要や市の検討結果を
お知らせします

パブリック
コメント
検討結果



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4
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お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

12月の薬湯
〜ショウガの湯〜

　風邪の時や予防に。体が温まります。
a12月４日㈰
※小学生以下は入浴無料（保護者同伴）
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）

青色・白色決算説明会

a12月５日㈪
白色申告：午前10時〜正午
青色申告：午後１時30分〜４時
b防災センター６階
c決算の仕方を中心とした確定申告の
留意事項、青色申告決算書・収支内訳書
の作成要領、消費税などの概要
d事業所得や不動産所得のある方
h筆記具
j東村山税務署
（p042－394－6811 内線412）

シニア対象パソコン教室（12月）

①無料体験講座（１日㈭の午後）
② パソコン入門（全４回・２・９・16日㈮

の午前、22日㈭の午後）
③ワード初級（全４回・㈫の午前）
④エクセル中級（全４回・㈫の午後）
⑤ワード中級（全４回・㈭の午前）
⑥年賀ハガキ教室：本文（８日㈭午前）
⑦年賀ハガキ教室：宛名（８日㈭午後）
※⑥⑦は「ワード」または「筆ぐるめ」を
指定してください。
● 午前：９時30分〜正午　
● 午後：１時30分〜４時
bシルバー人材センター東伏見教室
d①②以外は文字入力のできる方
e各10人（申込順）
g②〜⑤各8,000円　⑥⑦各2,000円
i開始日１週間前までに、往復はがき
で講座名・受講日・住所・氏名・年齢・
電話番号をjへ
jシルバー人材センター

（〒202－0021東伏見６－１－36・p042
－425－6611）

クリスマスコンサート

a12月２日㈮午後６時30分
b薫風会山田病院
c西東京フィルハーモニーオーケスト
ラによる管弦楽合奏
j地域活動支援センターハーモニー
（p042－452－2773）

「元気に食べてますか？」
キャンペーン

a11月26日㈯午後２時〜４時
b田無駅北口ペデストリアンデッキ
c高齢者向けサルコペニア予防
※アスタで「健康フェスティバル」同時開催
j田無病院（p042－461－2682）

認知症サポーター養成講座

a12月４日㈰午後１時〜２時30分
c認知症に対する理解や接し方
d・e15歳以上の方・30人（先着順）
※当日、直接会場へ
b・j（社福）東京老人ホーム
（p042－461－2230　担当 福井）

商工会主催・創業塾（全５回）

a１月15日㈰・22日㈰、２月４日㈯・12
日㈰・18日㈯午前10時〜午後４時30分
b三鷹産業プラザ
c専門家による、起業に必要な知識や
ノウハウ、日本政策金融公庫の現役実務
担当者から見た融資のポイントなど

d起業して間もない方・興味がある方
e40人（申込順）
g5,000円（資料代込み）
i・j西東京商工会
（p042－461－4573）

人権身の上相談所

a12月４日㈰午前10時15分〜午後４
時（受付３時まで）
b西武池袋本店７階（南）
c人権問題など

j東京法務局（p03－5213－1234）

　本市に１万円以上のふるさと納税
（寄附）をしていただいた方へのお礼の
品に、11月から「一店逸品！ 梅酒と
干納豆コース」が追加されました。詳
細は、市kをご覧ください。
□ふるさと納税とは　自治体に対して
寄附を行うと、寄附金のうち2,000円
を超える一定限度の金額が、所得税や
個人住民税から還付・控除を受けられ
る制度
◆秘書広報課n（p042－460－9803）

ふるさと納税 お礼の品追加

　市と西東京商工会で展開している一店逸品事業の認定商品
を集めたお土産セットです。一店逸品の味を少しずつ楽しみ
たい方はもちろん、各種贈答用などにぜひご利用ください。

□セット内容
1いっぴんセット（1,600円）
①一菓入魂マドレーヌ「繊」　②武蔵野マドレーヌ　③や
ぎサブレ　④栗どら　⑤あんずどら焼　⑥きんぴらごぼ
うかりん糖　⑦たまり漬け干納豆
2お茶セット（2,600円）
いっぴんセット①〜⑤に加えて栗羊羹、抹茶入りくき茶

「たなしのE」
3梅酒セット（3,100円）　※限定24セット
いっぴんセット①〜⑦に加えて西東京梅酒
※賞味期限は最短で10日程度。商品の在庫状況により終
了・変更の場合あり
商品詳細は公式kをご覧ください。（「西東京市の一店逸品」で検索）
i12月８日㈭までに電話でjへ（平日午前９時〜午後５時30分）
□お渡し　12月22日㈭、26日㈪〜28日㈬にjで現金と交換
j西東京商工会（イングビル内・p042－461－4573）
◆産業振興課o（p042－438－4041）

西東京市
一店逸品事業
シンボルマーク「いっぴん便り」 販売

西東京のおみやげ詰め合わせ

　間もなく冬がやってきます。昨年市
内では暖房器具による火災が４件発生
しました。正しい使い方で火災や事故
を防ぎましょう。
□ポイント
●  ストーブの周囲に衣類・布団などの

可燃物を置かない…衣類などが落
下・接触して火災となる恐れがあり
ます。

●  ストーブの給油は消してから…給油
後のカートリッジタンクを取り付け
ようとキャップを下に向けた際、
キャップのロックが外れて灯油がス

トーブにかかり火災となった事例が
あります。

●  暖房器具の近くでエアゾール缶など
を使用しない…殺虫剤やヘアスプ
レーなどの噴出した可燃性ガスが、
炎に引火します。

●  石油・ガスなどの暖房器具を使用す
る際は必ず換気…一酸化炭素は無色
無臭で発見が遅れやすく、少ない量
でも酸欠となり最悪、死に至ります。
j西東京消防署（p042－421－0119）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

暖房器具による火災・事故を防ごう

　文化庁では、伝統文化・生活文化の
継承・発展と、次世代を担う子どもた
ちの豊かな人間性を育むため、親子で
民俗芸能・工芸技術・邦楽・日本舞踊・
華道・茶道などの伝統文化・生活文化
に関する活動を、計画的・継続的に体

験できる機会を提供する取組への補助
を行っています。
i文化振興課（保谷庁舎３階）へ
※詳細は、文化庁kをご覧ください。
◆文化振興課o
（p042－438－4040）

「伝統文化親子体験教室」事業への補助金

□年会費会員（年会費＋会員料金）
大人（高校生以上）3,600円
子ども（幼児〜中学生）1,800円
家族4,800円（５人まで）
□エキスパート会員（全通常プログラ
ム参加費が無料）
登録料1,500円（初回のみ）と年会費（大
人１万8,000円・子ども１万2,000円）

□KKバスケ塾（小学４年生〜中学生ク
ラス・成人クラス）実施中！
※詳細はjへお問い合わせください。
i・jココスポ東伏見（東伏見ふれあ
いプラザ内・p042－452－3446）
※月曜日・年末年始休館（月曜日が祝
日の場合は祝日明けが休館）
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

総合型地域スポーツクラブ「ココスポ東伏見」
会員・教室参加者募集

通常プログラム 日時 対象 会員料金（１回）
トータルフィットネス 月４回㈪正午 大人 500円

親子リトミック 月４回㈫ 午前９時20分 ２歳児と保護者 親子600円午前10時20分 ３歳児と保護者
セルフケア 月１回㈫午後１時30分 大人 300円
キッズベリーダンス 毎週㈬午後３時30分 年少児〜小学生 500円
ヒップホップダンス 毎週㈬午後４時40分 年中児〜小学生 500円
フラダンス 月４回㈭午前10時30分 大人 500円
健康体操 毎週㈭午後１時30分 大人 100円
ヨガ 毎週㈮午前10時 大人 500円
親子３B体操 月３回㈮午前11時10分 ２・３歳児と保護者 親子600円
わくわくバスケ 毎週㈮午後７時 小学３年生〜中学生 200円（会員のみ）
スポンジテニス 毎週㈮午後７時 小学生〜大人 大人600円

子ども300円
パントマイム 月２回㈰午前10時30分 年中児〜大人 500円
バトンポンポン 月２回㈯午後１時 年中児〜中学生 400円

空手道教室 月４回㈯午後３時 年中児〜大人
大人・親子600円
子ども・70歳以上

300円
障害者スポーツ 月１回㈰または㈷ 知的・身体障害児・者 100円
※特別プログラム、女子サッカー・フィジカルクラス・早稲田体育・キッズチア
※時間など変更する場合あり。毎月のスケジュール表（jで配布）でご確認ください。

たまり漬け
干納豆

西東京梅酒

写真はイメージです。
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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

20日
竹中歯科医院
南町３－１－２
p042－461－0519

23日
山口歯科医院
ひばりが丘１－５－12
p042－421－4029

ひかり歯科医院
柳沢３－１－４
p042－468－8849

27日
保谷歯科医院
住吉町６－４－２
p042－423－4182

≪西東京消防署からのお知らせ≫　「今やろう！ まちかど防災訓練」　尊い生命と財産を自助・共助で守りましょう。

一般
事業名 日時╱場所 対象╱定員（申込順） 申込方法など

◆健康課o（p042－438－4037）

a�11月21日㈪、12月５日㈪・19日㈪
b保谷保健福祉総合センター
d個別に通知（１歳３カ月までで希望す
る方はお問い合わせください）

１歳児お誕生相談会
a11月22日㈫、12月６日㈫・20日㈫
受付：午前９時〜10時
b保谷保健福祉総合センター
d個別に通知（２歳６カ月までで希望する方はお
問い合わせください）

２歳児すくすく相談会
a�11月16日㈬、 

12月７日㈬・14日㈬
※指定された日時にお越しください。
b保谷保健福祉総合センター
d個別に通知（４歳未満で希望する
方はお問い合わせください）

３歳児健康診査

　生後５カ月になる前のお子さんに
日時を指定した通知を送付します。
b保谷保健福祉総合センター
d生後１歳になる前日までで、まだ
BCG接種を受けていないお子さん

BCG予防接種
a・b11月30日㈬受付：午前９時30分
〜11時・田無総合福祉センター
12月22日㈭受付：午前９時30分〜11
時・保谷保健福祉総合センター
d乳幼児と保護者

育児相談
（身体計測と育児に関する相談）　当日

a・b11月30日㈬・田無総合福祉センター
12月22日㈭・保谷保健福祉総合センター
１回目：午前10時〜10時40分
２回目：午前10時50分〜11時30分
d７〜８カ月ぐらいの乳児と保護者（各回先着15組）

子育て講座
（離乳食と歯が生えてくる頃の話） 当日

a�11月17日㈭・24日㈭、 　 
12月１日㈭・15日㈭

受付：午後０時10分〜１時10分
b保谷保健福祉総合センター
d個別に通知

3〜4カ月児健康診査

子ども ◆健康課o（p042－438－4037） 当日 …申込不要・当日、直接会場へ　※転入などの方は事前にご連絡ください。

「ファミリー学級」申込
①参加希望コース
②夫婦の氏名（ふりがな）・生年月日
③住所
④電話番号
⑤出産予定日・病院名
⑥病院などの母親学級受講（予定）の有無
⑦パパの参加予定日　（例）両日、２日目のみ

はがき・Eメール記入例
【はがき宛先】
〒202－8555
市役所健康課

糖尿病基礎講座
【保健師・管理栄養士による基礎知識・食事の話】

12月12日㈪午後２時〜３時30分
保谷保健福祉総合センター

糖尿病の予防または境界域で食事療法をこ
れから始める方および家族／10人 12月９日㈮までに電話予約

サンテ　栄養ミニ講座
「悪玉コレステロールを下げる７つのコツ」

12月19日㈪午後３時15分〜４時25分ごろ

保谷保健福祉総合センター 市内在住の方／10人程度 11月16日㈬〜12月15日㈭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。

11月25日㈮午前10時〜11時30分
田無総合福祉センター

市内在住で立位がとれる方／各20人
前日までに電話予約
※７人以上で出張講座も実施します（平日の
午前９時〜午後５時、会場はご用意ください）。12月13日㈫午前10時〜11時30分

保谷保健福祉総合センター

栄養相談
【管理栄養士による相談】

12月７日㈬午前９時〜正午
田無総合福祉センター

市内在住の方／各３人程度
12月２日㈮までに電話予約

12月19日㈪午後１時〜２時30分
保谷保健福祉総合センター 12月15日㈭までに電話予約

ボディケア講座〜肩こり予防〜
【理学療法士による、肩こり予防に関する話と自
宅でできる体操】

12月７日㈬午後１時〜２時
保谷保健福祉総合センター 市内在住の方／15人 前日までに電話予約

リハビリ窓口相談
【理学療法士による、リハビリ方法や福祉用具・
住宅改修などについての相談】

12月７日㈬午後２時15分〜３時15分・
15日㈭午前11時15分〜午後０時15分
保谷保健福祉総合センター

リハビリに関する相談を希望する方および
関係者／各２人程度 前日までに電話予約

ファミリー学級２日間コース
〜初めて父親・母親になる方のための教室〜

【妊娠中の生活と健康、赤ちゃんのいる生活、父
親の役割・育児参加方法など】

第13コース：１月６日㈮・21日㈯午前９時
30分〜午後０時45分
保谷保健福祉総合センター

市内在住の初めて
父親・母親になる
方（妊 婦 の み の 参
加も可）／22組

対象出産予定日の目安
４月８日〜６月10日

はがき・Ｅメール
（記入例参照）
m famiboshi＠city.
nishitokyo.lg.jp

申込期間（消印有効）
12月９日㈮〜19日㈪

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

20日
西東京中央総合病院
芝久保町２－４－19
※小児科は午後５時まで

p042－464－1511

吉川小児科医院
泉町３－１－６
p042－421－5253 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

23日
田無病院
緑町３－６－１
p042－461－2682

増田医院
東町５－１－11
p042－422－6036

27日
佐々総合病院
田無町４－24－15
p042－461－1535

野田医院
向台町３－６－10
p042－467－1810

　※健康保険証、診察代をお持ちください。11月16日は
世界COPD（慢性閉塞性肺疾患）デー

□喫煙者の５人に１人がCOPD発症
厚生労働省の「人口動態統計の概況」に
よると、平成27年１年間のCOPDに
よる死亡者数は１万5,756人でした。
喫煙率が高く喫煙開始年齢が若年化し
ている日本では、さらなる患者数の増
加が懸念されています。
□重要なのは“早期発見”
COPDは禁煙などで予防できるほか、
早期発見・治療により発症の危険性と
発症時の負担を軽減できます。

□COPDの症状
● 風邪でもないのに咳

せき

が続く
● 体を動かした時に息切れしやすい
●  呼吸をする際、ゼイゼイ・ヒュー

ヒューと音がする
● 粘り気のある痰

たん

が長期間続く
※喫煙者でこれらの症状がいくつか当
てはまる方は、呼吸器科の専門医にご
相談ください。
◆健康課o（p042－438－4037）

認知症サポーター養成講座
a12月10日㈯午後２時〜３時30分
bイングビル
c ● 認知症について　 ● 認知症の方
を地域で支えるためには
d市内在住・在勤の方で、当講座を
受講したことのない方
e40人（申込順）　

i12月５日㈪までに、電話で下記へ
※参加者にはサポーターの証し・オレ
ンジリングを贈呈
※５人以上で、市内どこでも出張講座
◆高齢者支援課o
（p042－438－4029）
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　お昼に来られない方にも市内の味覚
を知ってもらえるよう、夜のマルシェ
を開催します。お出かけ帰りにぜひお
立ち寄りください。
cめぐみちゃんメニュー参加農業者
と認定提供店が出品する即売会（出店
数・品目は、収穫状況などにより決定）
jめぐみちゃんメニュー事務局

（p03－5308－0310　※平日午前９
時〜午後６時）
◆産業振興課o（p042－438－4044）

昨年のマルシェ めぐみちゃん

　西東京市子育て応援パスポートを発
行します。パスポートを提示するとど
んなことがあるの？ お店の雰囲気は？ 
本当に子連れで大丈夫？ など、協賛事
業者の方に直接聞いてみましょう。
□基調講演　「お母さんはすごい!!」
f藤本裕子さん（お母さん大学学長代理）
jラララ♪MaMa（p050－3706－2916）
◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046）

めぐみちゃんメニュー
マルシェ・ド・ソワレ
11月17日㈭ 
午後４時〜７時（売り切れ次第終了）
保谷駅南口ペデストリアンデッキ

NPO等企画提案事業
子育て応援パスポートお披露
目会 ～孤育てより共育て～

11月23日㈷ 午前10時30分
アスタビル２階センターコート
※当日、直接会場へ

ノキ・コナラなど多くの樹種が見られ
ます。
h水筒・雨具など

◆みどり公園課
（p042－438－4045）

　人権週間は、「世界人権宣言」が昭和
23年12月10日に国連総会で採択され
たことを記念して定められた、12月
10日＝「人権デー（Human Rights Day）」
を最終日とする１週間です。
□西東京市における事業
国立ハンセン病資料館・多磨全生園見
学会（人権バスハイク）・「人権の花」運
動・子どもたちからの人権メッセージ
など人権に関する資料の展示
□共催　西東京市人権擁護委員
◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046）

　だれがその代償を払うのか…。大量
生産・大量消費を経て地球規模で深刻
化するごみ処理問題の過酷な現状を世
界へ叫ぶ痛烈なドキュメンタリー映画
です（日本語字幕）。人類が直面してい
るごみ問題を映像を通して見つめ、私
たちが生活の中でできることを改めて
考えるきっかけにしてみませんか。
e165人（先着順）

人権週間パネル展
12月１日㈭・２日㈮ 
午前10時〜午後４時
田無庁舎２階ロビ－

映画上映会
「TRASHED ゴミ地球の代償」
12月６日㈫ 
午前10時〜正午
コール田無　※当日、直接会場へ

　市内在住の外国人と語り合いません
か。今回は中国武漢の出身者が中国に
まつわることや本市での暮らしについ
て話します。
e10人（申込順）
i平日午後１時〜４時に電話でjへ
j多文化共生センター
（p042－461－0381）
◆文化振興課o
（p042－438－4040）

　市内少年野球チームを対象とした野
球教室です。ぜひご観覧ください。
□共催　西東京市軟式野球連盟少年部
□協力　早稲田大学競技スポーツセン
ター・早稲田大学野球部・早稲田大学
準硬式野球部など

◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

　今回の（F）坂のある町コース（3.8
㎞）は、青梅街道を挟んでの上り下り
が特徴的なコースです。緑道にはエゴ

多文化サロン
～外国出身の人と語り合おう！～

11月25日㈮ 
午後４時30分〜５時30分
イングビル

早稲田大学野球教室の観覧
11月27㈰ 午前８時45分〜午後３時
早稲田大学東伏見キャンパス　
安部磯雄記念野球場・軟式野球場
※当日、直接会場へ。雨天中止

第４回 みどりの散策路を歩こう
11月30日㈬ 午前９時30分〜正午（予定）
集合解散：西武柳沢駅南口（当日受付 
午前９時30分）　※雨天中止

□保育あり　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、住所・氏名・
電話番号・件名「映画上映会保育」を下
記へ
□企画・運営　第16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

（p042 － 438 － 4046・l042 －
438 － 2021・mkyoudou@city.
nishitokyo.lg.jp）

　調理器具の使い方やごみを出すとき
の工夫でキッチンからエコを進めま
しょう。食材を無駄なく使ってフード
ロスを減らしましょう。
□メニュー（３品）　ドライカレー・イ
タリアン卵スープ・キャロットオレン
ジ寒天
d市内在住・在勤・在学の18歳以上
の方
e18人（申込順）
g200円（材料費）
hエプロン・三角巾・ハンドタオル・
10㎝四方の清潔な古布１枚・食器用
布巾１枚・飲み物
i11月18日㈮午前９時から、電話・
ファクス・Eメールで住所・氏名・年齢・
電話番号をjへ
jエコプラザ西東京

（p042 － 421 － 8585・l042 －
421 － 8586・mecoplaza@city.
nishitokyo.lg.jp）
◆環境保全課
（p042－438－4042）

エコプラザのエコ・クッキング！
12月７日㈬ 
午前10時30分〜午後１時
エコプラザ西東京

イベント NEWS もっと知ろう！ 楽しもう！

教室名 場所 日時 定
員

プ
ー
ル

① 水中体幹トレーニング スポーツセンター
温水プール

12月13日㈫
午後1時〜２時

各
25
人② 健康水中運動 22日㈭

フ
ロ
ア

③ 筋力アップ体操
スポーツセンター

16日㈮ 午前11時
　〜正午

各
20
人

④ ストレッチ&ほぐし
〜ウェーブリングを使って〜 20日㈫ 午前10時30分

　〜11時30分

⑤ 転ばぬ先の健脳健骨体操
きらっと

14日㈬ 午前10時30分
　〜11時30分⑥ 筋トレ＆ストレッチ教室 19日㈪

⑦ 筋力＆バランス・
トレーニング 総合体育館

12日㈪ 午前10時30分
　〜11時30分

⑧ ウオーキング＆簡単筋トレ 21日㈬

a12月12日㈪〜22日㈭
平日午前９時〜午後３時入館
※午後３時以降と土・日曜日は有料
bスポーツセンター・きらっと・総合
体育館
d市内在住の65歳以上の方
c ● 温水プール・トレーニング室・ラ
ンニング走路の無料利用　 ● 温水プー
ル・フロア教室（下表参照）の無料参加
□教室申込　11月25日㈮までに、各館
窓口または電話（申込多数の場合は抽選）
□参加・利用方法　利用時に「平成28年
度西東京市シルバーウイーク参加カー

ド」を窓口へ提示してください。
※平成27年度用カードをお持ちの方は、
カードと住所が分かるものを持参してく
ださい。
※カードをお持ちでない方は、初回のみ
住所・年齢の確認できるもの（運転免許
証・健康保険証など）をご持参ください。
※平成28年度用カードは、随時作成で
きます。
jスポーツセンター
（p042－425－0505）
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

スポーツ施設「シルバーウイーク」
〜65歳以上のスポーツ施設利用が無料〜

西東京市の食・健康・
文化を満喫しよう

〜TOKYOウオーク2016　
　　 第５回大会同時開催〜
　本市や近隣市の名所などを巡るウ
オーキングの開催に合わせて、市の
魅力を伝える文化団体パフォーマン
ス・いこいの森マルシェ・一店逸品
認定商品販売・観光情報発信・健康
体力づくりの応援などを実施します。
いこいーなも来ます！
a11月26日㈯午前８時30分〜午
後３時（マルシェ・販売は売り切れ
次第終了）
b西東京いこいの森公園
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

　毎年小学４年生に配布している
副読本『西東京市の環境』にある

「環境家計簿」にチャレンジして、
二酸化炭素（CO２）を減らす暮ら
し方に取り組んでみましょう（報
告者には先着でプレゼントあり）。
d小学４年生以上の児童
□参加方法　環境家計簿（市kか
らダウンロード可）を記入して下
記へ郵送または持参
◆環境保全課（p042－438－4042）

１週間環境家計簿
にチャレンジ

　市内の自然を観察して市に報告し
てください（随時受付）。寄せられた
写真やコメントは市kで紹介します。
d市内在住・在勤・在学の個人・
団体
□第１回テーマ
Ａ：虫の鳴き始め　Ｂ：紅葉する木
□参加方法
① 市kで「報 告 シ ー ト 」を ダ ウ ン
ロード
②市内の公園などへテーマの情報
を探しに行こう！
③報告シートを記入し、ファクス・
Eメールで下記へ（撮った写真があ
れば添付）
※報告者には参加賞をプレゼント

（先着順）
◆環境保全課（p042－421－8585・
l042－438－1762・mkankyou 
@city.nishitokyo.lg.jp）

自然環境
観察情報員に

なろう！
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≪申込時の注意≫ ● Eメール：申込先アドレスからの返信が受信できるようドメイン設定を　 ● 往復はがき：記載面誤り、返信面の宛先記入漏れにご注意を

伝言板
み ん な の ※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。

d市内在住・在学の小学生と保護者
e12組（申込順）
g１組1,000円
h空き瓶（ふた付き）・自立するメイン
おもちゃ・タオル・ビーズ・持ち帰り袋
i11月17日㈭午前９時から、電話・
ファクス・Eメールで住所・氏名・年齢・
電話番号をjへ
jエコプラザ西東京（p042－421－
8585・l042 － 421 － 8586・
mecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp）
◆環境保全課
（p042－438－4042）

　着物のリユース促進のため、能楽師
を講師に迎えて男性の着物着付けや動
き方を実習します。
d市内在住・在勤・在学の18歳以上
の方
e40人（うち着付け体験10人。申込順）
h着付け体験：足袋・着物・長襦

じゅ

袢
ばん

・
帯など（あれば）　※無料貸着あり
i11月19日㈯午前９時から、電話・
ファクス・Eメールで住所・氏名・年齢・
電話番号をjへ
jエコプラザ西東京（p042－421－
8585・l042 － 421 － 8586・
mecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp）
◆環境保全課
（p042－438－4042）

親子でいっしょに！ クリスマス工作会
スノードームづくり
12月10日㈯ 午前10時〜正午
エコプラザ西東京

男の着物 ～着付けと動き方～

12月10日㈯ 
午後１時30分〜３時40分
エコプラザ西東京

□種目　スキーまたはスノーボード
※期間中の変更不可
□宿泊　ホテルグリーンプラザ上越　
※相部屋の場合あり
d小学１年生以上で、説明会に参加
できる方（中学生以下は保護者同伴）
e24人（申込多数の場合は抽選）
g受講料：8,000円（事前支払）
宿泊費（２泊７食）・リフト代・入湯税など：
中学生以上３万480円〜、小学生２万
5,080円〜（バス代無料）
i12月５日㈪（必着）までに、往復は
がきで代表者の住所・電話番号、参加
者全員の氏

ふり

名
がな

・年齢（学年）を〒202－
0013中町１－５－１スポーツセン
ター「スキー・スノーボード教室」係へ
□説明会
a・b12月11日㈰
①午前10時・スポーツセンター　
②午後４時・きらっと
※１グループ１人以上の出席必須
jスポーツセンター（p042－425－0505）
◆スポーツ振興課o（p042－438－4081）

c「小さな家畜」（『アーサー・ランサ
ムのロシア昔話』より）、「ぬか福と米福」

（『雨のち晴（愛蔵版おはなしのろうそ
く７）』より）ほか

e50人（先着順）
※未就園児の入室はご遠慮ください。
□共催・公演　もぐらの会
◆柳沢図書館（p042－464－8240）

c①今日求められる保育士像の講義や
先輩保育士の体験談など　②参加市区
内民間保育園の人事担当への質問など

□相談会参加市区　西東京・武蔵野・
三鷹・小金井・小平・東村山・東久留
米・清瀬市、練馬区
d保育士（資格取得見込）の方
i東京都保育人材・保育所支援セン
ターkから

◆保育課n（p042－497－4926）

　インストラクターとのグループレッ
スンで初心者も経験者も自分のペース
で滑れます。コースレイアウトに富ん
だスキー場で楽しい３日間を過ごしま
せんか。

耳から昔話を楽しむ
～大人のためのおはなし会～
12月10日㈯ 午後２時〜４時
柳沢公民館　※当日、直接会場へ

保育士就職支援研修・相談会
12月18日㈰ 
①研修会：午前10時〜午後２時30分
②相談会：午後２時30分〜４時
武蔵野スイングホール

スキー＆スノーボード教室
１月４日㈬～６日㈮ 
上越国際スキー場（新潟県南魚沼市樺野沢）

　NPO市民フェスティバルの見学ツ
アーに参加して、地域デビューのきっ
かけを見つけませんか。あなたの培っ
た経験を生かし、新たな“やりがい”を
見つけるための情報が一堂に集まって
います。
d市内在住・在勤・在学の方
e25人（申込順）
i１月13日㈮までに、電話・ファクス・
Eメールで、住所・氏

ふり

名
がな

・電話番号をj
の「おとぱミディ」係へ
j市民協働推進センター（p042－497
－6950・l042－497－6951・myume 
collabo@ktd.biglobe.ne.jp）
◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046）

第４回　お父さんお帰りなさい
パーティー＆ようこそ！ ゆめ
こらぼミディ
１月22日㈰ 
午後１時30分〜３時40分
アスタビル２階センターコート

 ごみの出し方 ワンポイント
❖事業所のごみは自己処理を
　事業所から出る廃棄物は、西東京市
一般廃棄物収集運搬許可業者と直接契
約してください。市の指定収集袋では
出せません。許可業者一覧は市kで
ご確認ください。

❖ざつがみばっぐの無料配布開始
　可燃ごみの中に雑紙類が多く混入し
ています。可燃ごみの減量と雑紙類の
資源化のために「ざつがみばっぐ（雑紙
収納袋）」をご利用ください。
□配布場所　両庁舎総合案内
◆ごみ減量推進課（p042－438－4043）

　国史跡下野谷遺跡は、縄文時代中期に石
しゃく

神
じ

井
い

川流域の拠点となった大集落です。
縄文時代の人々は、周囲の自然環境を巧みに利用し豊かな暮らしを営んでいました。
　今回は縄文時代の自然環境に関する記念講演のほか、森の集落下野谷遺跡に加
え、海・山の恵みを受けた著名な遺跡を取り上げ、その考古学的な意義と遺跡を
めぐる市民活動などについて考えます。 ◆社会教育課o（p042－438－4079）

e200人（申込順）
□記念講演

「縄文時代の生態系と生業」（１時）
f辻誠一郎さん（東京大学教授）

□基調講演（２時20分）
下野谷遺跡（西東京市）・鷹

たか

山
やま

遺跡群（長
野県）・加

か

曽
そ

利
り

貝塚（千葉県）
□シンポジウム「森・海・山の縄文」（４時）
※下野谷遺跡VR映像も一部上映
i11月17日㈭午前９時から電話で社
会教育課へ

a12月11日㈰午後１時〜５時
b保谷こもれびホール

海の縄文
（加曽利貝塚：
厚く堆積した貝層）

山の縄文（鷹山遺跡群：黒耀石採掘の凹み）

森の縄文
（下野谷遺跡：

密集した住居跡）

森・海・山の縄文
第２回  下

し た

野
の

谷
や

遺跡国史跡指定記念シンポジウム

©T＆K／西東京市
したのや しーた のーや

「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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人口と世帯
総人口 19万9,853人

（＋155）
平成28年11月１日現在　※（　）は先月比

●住民登録 〈うち外国人住民〉
人口 ／19万9,853人（＋155） 人口 ／3,908人
男 ／ 9万7,608人（＋101） 男 ／1,966人
女 ／10万2,245人 （＋  54） 女 ／1,942人

世帯 ／  9万4,770 （＋108） 世帯 ／2,315

　振り込め詐欺の手口は年々巧妙化しており、本市でも
高齢者を狙った犯罪事件が多く報告されています。悪質
商法による高額請求の被害も少なくありません。知らず
知らず巻き込まれることのないよう、手口や対処法を
知っておきましょう。

息子（娘）から「大事な契約書類が
入ったカバンをなくした。契約に
はお金が必要なので貸してほし
い」「自分は行けないから代わりの
者が取りに行く」と電話が掛かっ
てきた。

電話の相手は、息子（娘）本人や家
族に相談されないよう「誰にも言
わないで」「電話に出られないから
掛けないで」「携帯の番号が変わっ
た」などと言ってきますが、必ず
本人や家族に確認しましょう。「代
わりの者」には絶対にお金を渡し
てはいけません。

振り込め詐欺（オレオレ詐欺）

スマートフォンに「動画サイト利
用料が未納」とのメールが届いた。
利用した覚えはないが「クーリン
グ・オフの方はこちら」と書かれ
ていた番号に電話してしまった。

実在する事業者を名乗りメールを
送り付け、心配して電話をしてき
た消費者から個人情報を聞き出し、
脅してお金をだまし取る手口です。
利用した覚えのないサイトからの
連絡は無視しましょう。

架空請求

インターネットで健康食品のお試
し１回分を申し込んだつもりが、
２回目が届いた。事業者は定期購
入が条件だから返品できないとい
う。

「定期購入」がお試し価格で購入で
きる条件と、分かりやすく書かれ
ているかどうかを確認します。書
かれている場合は事業者との交渉
になります。通信販売では注文前
に条件をしっかり確認しましょう。

お試し商法

「名義を貸してほしい」「後で買い取るので、
ひとまず代わりに買ってほしい」といった
見知らぬ人物からの電話の後、弁護士や銀
行、警察などを名乗る多数の人物から電話
があり、訳も分からぬまま最終的に高額な
現金をだまし取られてしまった。

相手との連絡が取れなく
なり、被害額の回復は難
しいのが現実です。怪し
い電話には対応せずすぐ
に切り、不審な場合は必
ず周りの人に相談しま
しょう。

劇場型勧誘

撃退!! !

　最近の振り込め詐欺やリフォーム詐
欺などの被害防止に役立つ情報を、落
語や漫才で分かりやすくお伝えします。
a12月２日㈮午前10時〜正午（９時
30分開場）
bコール田無　※当日、直接会場へ

f立川平林（落語）・出前寄席ユニッ
トアクトリー（漫才）
e165人（先着順）
□協力　田無警察署
◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046）
◆危機管理室o
（p042－438－4010）

落語＆漫才による「ぼうはん寄
よ

席
せ

」

　以前このコラムで書いたように、江
戸時代、青梅街道脇には宿場町があり、
今でも道の南側には田無村の名

な

主
ぬ し

を
代々務めた下田家の役宅や稗

ひ え

倉
く ら

が、北
側には總

そ う

持
じ

寺
じ

や田無神社が建ち、当時
をしのぶことができます。その役宅敷
地と總持寺の北に面して飾り舗装の小

こ う

路
じ

があるのをご存じでしょうか。 「ふ
れあいのこみち」「やすらぎのこみち」
と名付けられたこの小路、実は田無村
の発展に欠かすことのできなかった

「田無用水」の水路の上を通る道なの 
です。
　西東京市は白

し ら

子
こ

川・石
しゃく

神
じ

井
い

川の２本
の川の源流域の一つですが、こんこん
と水が湧くような地域ではありません
でした。どちらかというと水の便が悪
く、特に青梅街道沿いの宿場町は、水
の便を考えることなく選定されたため、
人々は非常に水に苦労してきました。
水の便の悪さは江戸市中も同様で、幕
府はまず上水の確保に努め、玉川上水
を含む多くの上水道の整備をしました。
しかし、この上水はあくまで江戸市中
の人々のためのもので、田無村は近く
に玉川上水が流れているにもかかわら
ず、その使用を認めてもらえませんで
した。名主の下田半兵衛を中心に何度
も幕府への陳情を繰り返し、ようやく
上水からの分水が認められたのは
1696年のことで、青梅街道の開通か

ら100年がたとうとしていました。
　用水は、喜平橋付近で玉川上水から
分水された後、橋場で２本に分かれ、
田無駅の先で石神井川に落とされます。
橋場には青

しょう

面
め ん

金
こ ん

剛
ご う

庚
こ う

申
し ん

塔
と う

が建ち、青梅
街道を行き来した人馬を見守っていま
した。隣には今も大切にされているお
地蔵さんも建っています。
　また、現在の田無特別支援学校の建
設の際には、かつての用水と思われる
水路の跡も発掘されています。田無用
水は、幅も狭くその利用に厳しい制限
がありましたが、人々の生活を大きく
変えました。その水は生活用水として
だけでなく、周囲の畑を潤し、いくつ
かの水車もできました。下田半兵衛家
の水車には複数の臼や杵

き ね

が付き、がっ
たんごっとん、粉挽

ひ

きの音が宿場にも
響きました。そんな音を想像しながら
小路を歩いてみると、見慣れた田無の
風景も少し違って見えるのではないで
しょうか。
◆社会教育課o（p042－438－4079）

市内の情報をお届けします

街道を行く編大好きです

西東京
� 　　ふれあいのこみち・やすらぎのこみち第７回

ふるさと
 発見！
�

❖講演会「障害者の生活の過去・現在
そして未来へ〜障害者差別解消法の推
進〜」
a12月７日㈬午前10時30分〜正午
b保谷こもれびホール
e220人
f綿祐二さん（日本福祉大学教授）
※手話通訳あり
i11月30日㈬までに、はがき・ファ
クスで住所・氏名・電話番号・質問事
項を〒202－8555市役所障害福祉課
へ（市kの申込書も利用可）

❖手作り品販売・展示
a12月９日㈮午前11時〜午後４時
bアスタビル２階センターコート
c市内障害者団体の活動紹介・作品
展示、障害者福祉施設に通う方の手作
り品販売（クッキー・パウンドケーキ・
パン・つまようじ入れ・マグネット・
陶器・紙すきはがき・しぼり染めタオ
ル・布ぞうりストラップなど）

　障害は事故や病気などによって誰にでも生じます。その種類も多種多様で、外
見からは分からないものや理解しづらいものもありますが、周囲の理解や配慮が
あればできることも少なくありません。
　平成28年４月からは、障害のある方への差別をなくすことで障害のある人も
ない人も共に生きる社会をつくることを目指す「障害者差別解消法」もスタートし
ました。
　日常生活や事業生活の中でできる配慮や工夫を一緒に考えてみましょう。誰も
が暮らしやすい共生社会の実現はそうした一歩から始まります。

◆障害福祉課o（p042－438－4033・l042－423－4321）

12月３日〜９日　障害者週間

下田家家相図（明治中期）。中央下にある四角
い建物が水車小屋（『田無市史』民俗編より）

多摩六都科学館ナビ

a11月22日㈫〜１月31日㈫午後３
時50分〜４時35分
※㈬㈯㈰㈷と12月〜１月中は午後１
時10分の回もあり
e234人（先着順）　※当日、直接会場へ
g観覧付入館券：大人1000円、４歳
〜高校生400円
※12月22日まで平日限定60歳以上割
引（h年齢確認書類（保険証など））
□協力　西武鉄道㈱

j多摩六都科学館
（p042－469－6100）
11月休館：21日㈪・24日㈭・28日㈪

生解説プラネタリウム
星を見に行こう〜西武鉄道星空の旅〜

　今夜、晴れたら星を見よう！ 西武鉄道に乗って旅に出てみませんか。星空観
察のコツをプラネタリウムで詳しく紹介します。

振り込め詐欺 ＆ 悪質商法
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