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「いこいーな」ⓒ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、９月20日㈬・25日㈪・29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
小学校就学時健康診断 � �2
災害に強いまちづくり � �3
環 境 美 化 一 斉 清 掃 � �6
パリテまつり出店・展示募集 � �8
消 費 生 活 展 イ ベ ン ト � �8

　自分の今のフレイルの状態を機器による測定や質問票でチェックできま
す。お住まいの対象地域を確認のうえ、お申し込みください。
e各20人（申込順）
i各会場の開催日の１週間前までに、電話で希望の会場名・住所・氏名・
電話番号を下記へ
◆高齢者支援課op042－438－4102

社会参加をする

フレイル予防　３要素

運動をする
〈体を動かす〉

　高齢期になると筋肉量が低下します。タンパク質が多
く含まれる肉・魚・大豆製品や、骨を強くする乳製品を
多く取るとともに､ 定期的な歯科健診を受けるなど、お
口のケアもしましょう。また、友人や家族と食事をする
ことは栄養バランスのよい食事を取ることと同じくらい
重要です。

　これまでの研究で、社会とのつながりを失うことが最
初のきっかけになることが分かってきました。栄養や運
動に気を付けていても、社会とのつながりを持てないと、
心身のさまざまな部分が弱っていくことになります。ま
ずは地域のサークル活動やボランティアなどに参加して
みてはいかがでしょうか。

　特別な運動ではなく、今より少し体を動かすことが重
要です。10分多く歩いたり運動したりすることで効果
が期待できます。

10月19日㈭
午後２時〜４時30分
西原総合教育施設
緑町・谷戸町・ひばりが丘
西原町・芝久保町

11月22日㈬
午後２時〜４時30分
田無公民館
北原町・泉町・住吉町・田無町
保谷町

市内４カ所で実施！

　年を取って心身の活力（筋力・認知機能・社会とのつながりなど）が低下し
た状態を「フレイル」と言います。多くの人が健康な状態からこのフレイルの
段階を経て、要介護状態になると考えられています。
　「外出の機会が以前より減った」「おいしいものが食べられなくなった」「活
動的ではなくなった」という人は、フレイルチェックをおすすめします。
　フレイルの兆候を早期に発見して日常生活を見直すなどの正しい対処をす
れば、進行を抑制し、健康な状態に戻すことができます。
　まずは自分の健康状態や日々の生活を振り返ってみませんか？

12月13日㈬
午後２時〜４時30分
柳沢第三市民集会所
南町・向台町・新町・柳沢
東伏見

１月23日㈫
午後２時〜４時30分
高齢者センターきらら
ひばりが丘北・北町・栄町
下保谷・東町・中町・富士町

を受けてみよう！

　会社を辞めてから周りとの付き合い
がなかったので、思い切って体操を始
めたら、情報がいろいろ入るようにな
りました。恥ずかしがらずにフレイル
チェックに参加して良かったです。

　普段から体操はやっていたもの
の、真剣に取り組んでいませんで
した。フレイルチェックを受けた
後、しっかりやるようにしました。

　フレイルのことは１年ぐらい前にセ
ミナーに参加して知っていましたが、
市民会館の講演会への参加をきっかけ
に、フレイルチェックに参加しました。

前回参加者の声

フレイルチェック
元気に暮らせる時間をのばすために

より早くフレイル予防を始めると
より高い効果が期待できます。

早めの気
付きが

�ポイント
！

栄養を取る



凡例2

平成29年９月15日号

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申込  j問い合わせ  lファクス  mメール  kホームページ  n田無庁舎  o保谷庁舎

日程 場所
10月２日㈪ 西原総合教育施設 ※

３日㈫ 柳沢第三市民集会所
４日㈬ 谷戸公民館
５日㈭ 保谷駅前公民館
６日㈮ 柳沢公民館

午前９時～11時30分・午後１時～４時
※西原総合教育施設のみ午前10時から

※申請手続きには本人確認書類などが必
要です。詳細は、お問い合わせください。
◆マイナンバー専用ダイヤル
　p042－460－9845
◆市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

保護者助成金の支給

子育て・教育

d市内在住で次の全てに該当する保護者
●  認可外保育施設（東京都の補助事業の

対象となっている認証保育所、定期的
利用保育事業実施施設および企業主導
型保育施設）に入所している児童と同
居している

●  保育料を完納している
●  月決めで保育を利用する契約を締結し

ている（一時保育は対象外）
□助成金額（月額）　
子ども１人につき１万6,000円
i９月22日㈮までに、施設を通じて配
布される申請書を各施設に提出　
※ベビーホテルは対象外
◆保育課np042－497－4926

子ども医療費助成制度
〜○乳・○子 医療証の送付〜
　現在乳・子医療証をお持ちで、現況届
が省略となった方、または現況届を提出
済みの方には、新しい医療証を９月下旬
に送付します。
　現況届が必要な方には７月末に書類を
送付しています。まだ提出していない方
はお早めに提出してください。本制度の
対象となる方で医療証をお持ちでない場
合は、申請が必要です。
◆子育て支援課np042－460－9840

市立小・中学校の学校選択制度

　新入学の児童・生徒を対象に、住所地
の指定校以外の市立小・中学校に入学を
希望する場合は、希望校を事前に申し立

地域づくりに役立つ活動を対象に、事業
費の一部を補助します。
d市内の自治会・町内会およびマンショ
ン管理組合
□補助金額　①と②の合計
①団体割額：１万2,000円　
②世帯割額：200円×加入世帯数
※1,000円未満は切り捨て
i10月２日㈪～31日㈫に、申請書類を
協働コミュニティ課（保谷庁舎３階）へ持参
※詳細は、お問い合わせください。
◆協働コミュニティ課op042－438－
4046・mkyoudou@city.nishitokyo.
lg.jp

公共下水道への切替を

　現在、市内のほぼ全域で公共下水道（汚
水）の利用ができます。
　トイレが水洗で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ので、
早めの切替をお願いします。
i市の指定下水道工事店（市kで紹介）へ
◆下水道課op042－438－4058

雨水浸透施設の助成制度のご利用を

　集中豪雨や台風による浸水被害を軽減
するための取組の一つとして、宅地内に
雨水浸透施設（屋根に降った雨を道路や
河川に流さず地下に浸透させる）を設置
する際の工事費用の一部（15万円まで）を
助成しています。
d市内にある個人所有の住宅
□実施期間　平成30年２月まで（予定）
※詳細は、お問い合わせください。

浸透ますの設置例
◆下水道課op042－438－4059

９月１日現在の選挙人名簿登録者数
（定時登録）などが確定

選挙

□登録者数　男性８万973人、女性８万
6,500人、計16万7,473人
前回の選挙時登録者数と比較すると、男
性261人増、女性270人増、計531人増
加しています。
□定時登録の要件
①日本国民
②平成11年９月２日以前の生まれ
③９月１日現在、引き続き３カ月以上本

市 連からの 絡 帳

国民年金保険料免除・猶予、
学生納付特例制度の特例認定

届け出・年金

　国民年金保険料免除・猶予や学生特例
申請を行う際に、※審査対象者の中に失
業などされた方がいるときは、離職票ま
たは雇用保険受給資格者証の写しなどを
添付することで、失業などされた方の所
得を除外して審査ができます。
※審査対象者
● 免除…本人・配偶者・世帯主
● 猶予…本人・配偶者
● 学生納付特例…本人

申請年度 退職日
平成27年度分（平成
27年８月～翌年６月）

平成25年12月31日
～28年 ７月30日

平成28年度分（平成
28年７月～翌年６月）

平成26年12月31日
～29年 ７月30日

平成29年度分（平成
29年７月～翌年６月）

平成27年12月31日
～30年 ７月30日

※申請日より原則２年１カ月前までさか
のぼって申請できます。
※一般的な退職証明書・健康保険資格喪
失証明書は不可
※特例認定による免除が承認された場合
は継続審査は利用不可
j武蔵野年金事務所p0422－56－1411
◆保険年金課np042－460－9825

市民課 サタデーサービス

　土曜日に、住民票や印鑑証明書などの
交付、転出・転入手続きなどができます。
※内容によっては取り扱えない場合があり
ますので、事前にお問い合わせください。
a・b
● 第１・３・５㈯…保谷庁舎
● 第２・４㈯………田無庁舎
いずれも午前９時～午後０時30分
◆市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

マイナンバーカード申請受付
出張窓口
　マイナンバーカードの交付申請がまだ
お済みでない方、カードを作りたいが申
請方法がよく分からないという方は、こ
の機会をぜひご利用ください。

てることができます。
d平成30年度新入学児童・生徒
h認め印
□受付窓口
a10月２日㈪～31日㈫
b教育企画課（保谷庁舎３階）
□臨時窓口
a10月18日㈬～20日㈮
b田無庁舎１階
※本市に転入予定の方は別途必要書類あ
り。詳細は下記へお問い合わせください。
□学校選択制度のご案内
９月上旬に、対象の方へ「学校選択制度
のご案内」を送付しました（市立小学校の
６年生には在籍校で配布）。届いていな
い場合は、下記へご連絡ください。
□学校案内パンフレット
教育企画課（保谷庁舎３階）・市民相談室

（田無庁舎２階）で配布
◆教育企画課o
　p042－438－4071

民間賃貸住宅への入居や
居住継続にお困りの方へ

くらし

　住宅確保要配慮者民間賃貸住宅入居支
援・居住継続支援制度をご活用ください。
❖住宅探しのお手伝い
c市と協定を結んだ保証会社の担当者
が不動産会社へ同行するなど

d本市の住民基本台帳に記載され、収
入があり、次のいずれかに該当する方
● 高齢者世帯（65歳以上のみの世帯）
●  障害者世帯（身体障害者手帳４級以上・

愛の手帳３度以上・精神障害者保健福
祉手帳２級以上の所持者がいる世帯）

●  ひとり親世帯（18歳未満の子と父また
は母いずれかのみの世帯）

❖保証委託契約のあっせん
c住宅を借りる際に保証人が見つから
ない場合のあっせん
d「住宅探しのお手伝い」に同じ
❖保証委託料の助成
c本制度であっせんされた保証会社と保
証委託契約を締結した場合、新規契約時
と初回更新時の保証委託料の一部を助成
□助成額　委託料の２分の１（２万円まで）
d保証会社と保証委託契約を締結した
方で、市内に２年以上居住し、市が定め
る所得基準内にある方
※そのほか詳細な条件がありますので、
事前にお問い合わせください。
◆住宅課o
　p042－438－4052

自治会・町内会などの活動を応援
します！（補助金の申請受付）

　市内の自治会・町内会およびマンショ
ン管理組合が実施する地域福祉の促進や

　平成30年４月に小学校へ入学する
お子さん（平成23年４月２日～翌年４
月１日生まれ）の健康診断を各小学校
で行います。
　健康診断の通知書は、対象者の保護
者宛てに送付しますが、次に該当する
方は学校運営課へご連絡ください。
●  10月11日㈬までに通知書が届か 

ない　
●  受診指定校の健康診断を欠席する

（他校での受診可）　
●  平成30年３月末日までに引っ越し

の予定がある
a・b下表参照
※受付時間：午後１時30分～１時45分
h就学時健康診断通知書（必要事項は
事前に記入）・筆記用具・上履き・履
き物を入れる袋
◆学校運営課o
　p042－438－4073

小 学 校 就 学 時 健 康 診 断

学校名 日程 学校名 日程 学校名 日程
田無小 10月17日㈫ 本町小 10月30日㈪ 谷戸小 11月14日㈫
保谷第一小 18日㈬ 東伏見小 31日㈫ 芝久保小 16日㈭
栄小 19日㈭ けやき小 11月 １日㈬ 谷戸第二小 21日㈫
中原小 24日㈫ 住吉小 2日㈭ 保谷第二小 22日㈬
東小 25日㈬ 碧山小 7日㈫ 保谷小 28日㈫
柳沢小 27日㈮ 上向台小 ９日㈭ 向台小 29日㈬

地域の危険箇所（入りやすくて見えにくい場所）を
なくしましょう

　子どもや女性を狙った声掛け・公然
わいせつなどの犯罪が発生しています。
□不審者の行動　ターゲットを物色し
ながら、入りやすくて（自由に行き来
できる）見えにくい場所を移動して、
同じ行為を繰り返します。
□見えにくい場所とは　壁や木などで
周囲から見えにくいだけでなく、ごみ
が放置されているなど地域の目が届き
にくい場所も含まれます。

□「入りにくくて見えやすい」まちに
日頃から地域の環境を整え、お互いに
あいさつしやすい環境をつくり、不審
者が嫌う「地域の目が行き届いたまち」
を皆さんで作り上げていきましょう。
◆危機管理室op042－438－4010
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≪西東京消防署からのお知らせ≫「今すぐやろう！ 防災訓練」 尊い生命と財産を自助・共助で守りましょう。

■人にやさしいまちづくり推進協議会
a９月21日㈭午後２時
b田無庁舎１階
c・e大規模開発事業・５人
◆都市計画課op042－438－4051

■男女平等推進センター企画運営委
員会
a10月６日㈮午後７時
b住吉会館ルピナス
c・e男女平等参画推進事業ほか・３人
◆協働コミュニティ課
　p042－439－0075

■子ども子育て審議会計画専門部会
a10月６日㈮午後７時
b田無公民館
c・e公立保育園のあり方など・８人
◆子育て支援課np042－460－9841

■子ども子育て審議会
（仮称）子ども条例検討専門部会
a10月10日㈫午後７時
bイングビル
c・e（仮称）西東京市子ども条例・８人
◆子育て支援課np042－460－9841

傍　聴 審議会などシルバーピア生活協力員（常駐）

cシルバーピア（高齢者集合住宅）の生
活協力員室に常駐し、入居者の安否確認・
病気など緊急時の対応・連絡など

□募集人数　１人
bひばりが丘北一丁目アパート（ひばり
が丘北１－８－24－108）
※生活協力員住戸は３DK（約70㎡）
□資格　次の全てに該当する60歳以下
の方
●�申込者本人が市内在住・在勤（在勤の
場合は都内在住の20歳以上で、住民
票で証明できる）

●�シルバーピアに設置した生活協力員住
宅に居住できる

●�高齢者福祉と生活協力員の仕事に理解
と熱意がある

●�現に同居し、または同居しようとする
親族がある

●�世帯の所得の合計が特定公共賃貸住宅
（都民住宅）の所得基準内（右表）である
●持ち家がない
●申込者・同居親族が暴力団員ではない
□謝金　月額15万3,000円
□家賃　全額補助
i９月19日㈫〜10月３日㈫に高齢者支
援課（保谷保健福祉総合センター１階）へ

□募集要項　高齢者支援課（保谷保健福
祉総合センター１階・田無庁舎１階）・
市kで配布
※詳細は、募集要項をご覧ください。
❖各世帯の所得合計� （円）

家族数 所得基準額
２人 227万6,000〜622万4,000
３人 265万6,000〜660万4,000
４人 303万6,000〜698万4,000

◆高齢者支援課op042－438－4028

高齢者配食サービス事業委託事業者

事業者募集

c高齢者に安定した食事を提供するこ
とを通じて、孤独感解消・健康保持・安
否確認などを行う
□資格　市内の事業所で飲食店営業許可
のある給食事業者・社会福祉法人・NPO
法人で市全域に配食が可能
□選考　企画提案書に基づく選定方式
□説明会
a10月５日㈭午後２時30分
b防災センター
※募集要項・説明会参加申込書は、９月
19日㈫から市kなどで配布
j高齢者支援課op042－438－4028

市に居住している（他市区町村から転入
した場合は、６月１日までに本市の住民
基本台帳に記載）
□在外選挙人名簿登録者数　男性105人、
女性116人、計221人
□在外選挙人名簿登録の要件
①在外選挙人名簿に登録していない
②登録申請時に満18歳以上
③日本国民
④在外選挙人名簿の登録申請に関し、そ
の者の住所を管轄する領事官の管轄区域
内に引き続き３カ月以上住所がある
◆選挙管理委員会事務局o
　p042－438－4090

市職員募集（平成30年１月１日付採用）

募集

□試験区分　一般事務Ⅰ類（大学卒程度）
□受験資格　社会福祉士指定科目履修者
i９月26日㈫（郵送必着）まで
□試験案内　職員課（田無庁舎５階）・保
谷庁舎１階総合案内・市kで配布
※詳細は、試験案内で必ずご確認くださ
い。
◆職員課n
　p042－460－9813

分譲マンション
❖耐震アドバイザーの派遣
c ●耐震診断・改修に係る区分所有
者間の合意形成　●耐震診断・改修の
必要性や改修に至るまでの取組方法
d分譲マンションの管理組合など

□派遣回数　同一の分譲マンションに
対して１回２人、計３回まで

❖耐震診断費用の助成
□対象住宅　市内の耐火建築物および
準耐火建築物の３階建て以上で、昭和
56年５月31日以前に建築されたもの
□助成額　費用の３分の２（200万円）まで
❖補強設計費用の助成
□対象住宅　耐震診断を行った結果、
現行の耐震基準に適合せず、市の基準
に適合して補強設計を行うもの
□助成額　費用の３分の２（200万円）まで
❖耐震改修等費用の助成
□対象住宅　耐震診断を行った結果、
現行の耐震基準に適合せず、市の基準

に適合して耐震改修など（建て替え・
除却を含む）を行うもの
□助成額　費用の23％（1,500万円）まで

木造住宅
❖耐震診断費用の助成
□対象住宅　現に居住している、昭和
56年５月31日以前に建築されたもの
□助成額　費用の２分の１（６万円）まで
❖耐震改修等費用の助成
□対象住宅　分譲マンションの「耐震
改修等」に同じ
□助成額　費用の３分の１（30万円）まで
※別途、所得税の特別控除制度があり
ますので、お問い合わせください。
❖耐震シェルター設置費用の助成
d65歳以上または身体障害者手帳（１
〜４級）所持者がいる世帯
□対象住宅　上記「耐震診断」に同じ
□助成額　費用の10分の９（30万円）まで

耐震診断・改修など

　分譲マンションおよび木造住宅の耐震診断・改修などの費用の一部を助成しま
す（要事前申請）。

戸別訪問および助成金拡充

緊急耐震重点区域（老朽木造建築物棟数率が高い地域）
①南町２丁目 ⑥保谷町３丁目 ⑩泉町５丁目 ⑮住吉町４丁目
②谷戸町１丁目 ⑦南町１丁目 ⑪保谷町２丁目 ⑯泉町６丁目
③中町２丁目 ⑧泉町１丁目 ⑫保谷町６丁目 ⑰東町４丁目
④北原町１丁目 ⑨�ひばりが丘北�

２丁目
⑬芝久保町４丁目 ⑱ひばりが丘１丁目

⑤南町４丁目 ⑭柳沢５丁目 ⑲東伏見５丁目

戸別訪問
　身分証を携行した市の職員が訪問し、
リーフレットなどを用いて耐震化の必
要性・助成制度を説明します。
□期間　平成29年４月１日〜平成32
年３月31日
□対象住宅　昭和56年５月31日以前
に建築された木造一戸建て住宅・分譲
マンション

助成金の拡充
　木造住宅および分譲マンションの耐
震改修等費用の助成額に30万円を加
算します。
□期間　平成29年４月１日〜平成34
年３月31日
※分譲マンションは、平成33年３月
31日までに耐震改修等工事に着手す
る必要があります。

　新たに重点的に耐震化を推進する区域を「緊急耐震重点区域」として定め、戸別
訪問などによる普及啓発および助成金の拡充を実施します。

災害に強いまちづくり

□共通事項　
●助成金額は1,000円未満を切り捨て
●�助成金の交付は、同一の住宅に対
して各１回を限度とし、いずれも
完了後に交付（改修またはシェル
ター設置はどちらか１回）

※そのほか詳細な条件がありますの
で、必ず事前にお問い合わせくださ
い。申請前に着工などをした場合は、
助成できませんのでご注意ください。

◆住宅課op042－438－4052

住宅耐震改修工事
□減額分　２分の１（住宅面積120㎡まで）
□要件　●昭和57年１月１日以前から
市内にある住宅に対し、現行の耐震基準
に適合させる耐震改修工事を行う　●１
戸当たりの工事費用が50万円超
□必要書類　①耐震基準適合住宅に係る
固定資産税の減額適用申告書　②固定資
産税減額証明書　③耐震改修工事費用の
領収書の写し

住宅のバリアフリー改修
□減額分　３分の１（住宅面積100㎡まで）
□要件　●新築日から10年以上経過し
た市内の住宅に対し、一定のバリアフ
リー改修工事（※１）を行う　●65歳以
上の方、要介護・要支援認定を受けてい
る方、障害者の方が居住する家屋（賃貸
住宅を除く）　●改修後の床面積が50㎡
以上　●１戸当たりの工事費用が50万円
超（補助金などを除く自己負担額）　●現

在、新築住宅軽減および耐震改修に伴う
減額を受けていない家屋
※１…廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、
浴室・便所の改良、手すりの設置、屋内
の段差の解消、引き戸への交換、床の滑
り止め化
□必要書類　①住宅のバリアフリー改
修に伴う固定資産税の減額適用申告書　
②工事内容などが確認できる書類（工事
明細書・現場の写真など）と工事費用の領
収書の写し　③納税義務者の住民票　
④居住者の要件により次のいずれかの書
類　●65歳以上…住民票　●要介護・要
支援…介護保険被保険者証の写し　●障
害者…障害者手帳の写し　⑤補助金など
の交付を受けた場合は、交付を受けたこ
とが確認できる書類

住宅の省エネ改修
□減額分　３分の１（住宅面積120㎡まで）
□要件　●平成20年１月１日以前から
市内にある住宅（賃貸住宅を除く）に対し、
一定の省エネ改修工事（熱損失防止改修
（※２）を行う　●改修後の床面積が50
㎡以上　●１戸当たりの工事費用が50
万円超（補助金などを除く自己負担額）　
●現在、新築住宅軽減および耐震改修に
伴う減額を受けていない家屋
※２…窓・床・天井・壁の断熱性を高め
る改修工事（外気などと接するもので、窓
の改修を含めた工事であることが必須）
□必要書類　①住宅の熱損失防止改修に
伴う固定資産税の減額適用申告書　②熱
損失防止改修工事証明書　③工事費用の
領収書の写し　④納税義務者の住民票

※いずれも工事後３カ月以内に、資産税課への申告が必要です。

固定資産税の減額
◆資産税課np042－460－9830

　一定の要件を満たす改修工事を行っ
た家屋について、工事が完了した年の
翌年度分の当該家屋に係る固定資産税
を減額します（都市計画税を除く）。
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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申込  j問い合わせ  lファクス  mメール  kホームページ  n田無庁舎  o保谷庁舎

「防災標語」など 募集

　東京の安全・安心を呼びかける「防災
標語」と「危険物安全標語」を募集します。
d都内在住・在勤・在学の方
i11月15日㈬までに、各消防署へはが
き・Eメールまたは持参
※応募用紙など詳細は、各消防署・東京
消防庁kをご覧ください。
j西東京消防署p042－421－0119

消費税軽減税率制度説明会

a10月18日㈬午後２時30分〜４時
b田無庁舎２階（車での来場は不可）
d事業者
j東村山税務署p042－394－6811
※自動音声案内に従って「２」を選択

西東京創業支援・経営革新相談
センターの催し

□ビジネスマッチング交流会
a９月29日㈮午後６時30分〜８時30分
b障害者総合支援センターフレンドリー
c新規営業先の開拓・ビジネスパート
ナーの発掘、地域情報や市場動向などの
情報交換を行う交流会
d・e西東京市近郊で事業を行っている
方（１社２人まで）・30事業所（申込順）
g1,300円（軽食費）
□西東京市創業スクール（全５回）
a10月24・31日、11月７・14・28日
の㈫午前10時〜午後１時
b住吉会館ルピナス
c国の認定を受けた創業支援事業計画
に基づく講座です。創業に必要な「４つ
の分野」を総合的に学び、創業計画書の
作成を目指します。

e各10人（申込順）
g②〜④8,000円　⑤・⑥各回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
b・jシルバー人材センター〒202－0021
東伏見６－１－36・p042－425－6611

市民講演会

a10月14日㈯午後２時〜３時30分
b保谷こもれびホール
c認知症は予防できるか！？〜原因と予防〜
e250人（先着順）
j西東京市医師会p042－421－4328

市民公開講座

a10月２日㈪午前10時〜11時
c麻酔科医のいる病院、いない病院
〜麻酔科医は必要ですか？〜
b・j佐々総合病院 広報室
　p042－461－1535

d・e創業に関心のある方、創業して間
もない方・30人　※保育あり（１回500
円）６カ月〜４歳未満・６人（申込順）
g５回で3,000円（初回に集金）
i・j西東京創業支援・経営革新相談セ
ンターp042－461－6611

ボラフェス2017 
来て・見て・聞いて、ふれあって！

a10月１日㈰午後０時30分〜４時30分
※雨天決行
b田無総合福祉センター
c市内のボランティア団体による活動
紹介やステージ発表
j西東京ボランティア・市民活動セン
ターp042－466－3070（kあり）

10月採用予定
社会福祉協議会嘱託員募集

□職種　生活福祉資金貸付業務
□資格　パソコン基本スキル
□賃金　日給１万100円
□勤務　平日午前９時〜午後５時
□選考　書類・面接（10月11日㈬）
i９月27日㈬（必着）までに履歴書をjへ
j社会福祉協議会（保谷東分庁舎内）
　p042－438－3777（kあり）

みんなのパソコン教室（10月）

①無料体験５日㈭午後１時〜４時
②パソコン入門（全４回）６〜27日㈮午前
③ワード初級（全４回）３〜24日㈫午前
④エクセル初級（全４回）３〜24日㈫午後
⑤iPhone入門（全２回）６・13日㈮午後
⑥インターネット､ デジカメ㈮午後
d①②以外は文字入力のできる方

原野商法110番

a９月22日㈮・23日㈷午前10時〜午後４時
□臨時相談電話　p0120－515－110
c土地の売買を巡る原野商法被害に遭っ
た方対象の電話相談
j東京三弁護士会多摩支部
　p042－548－3800

田無駅不動産無料相談会

a10月３日㈫午前10時〜午後４時
b田無駅コンコース
c弁護士・税理士などによる相談
j（公社）全日本不動産協会
　多摩北支部p042－452－7100

認知症SOSネットワーク模擬訓練

a９月24日㈰午前10時〜午後０時30分
b保谷小学校体育館
j（福）悠遊　山田p042－424－8106

身近にいる動物たちについて考えてみよう

□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受けさせま
しょう。生殖器系の病気の予防にもな
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が近隣の
迷惑になるほか、交通事故や感染症な
ど、猫にとっても屋外は危険が多いです。
□犬にはしつけを
人間と犬が同じ社会で暮らしていくた
めには不可欠です。
□犬の散歩はルールを守って
リードできちんとつなぐほか、排せつ
物の始末は飼い主の義務です。ふんは

必ず持ち帰りましょう。
□身元の表示を
迷子になっても飼い主の元に戻れるよ
う、犬には鑑札を、そのほかの動物に
は名札を着けましょう。
□災害に備えて
嫌がらずケージに入るなど避難時に向
けたしつけのほか、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。
◆環境保全課p042－438－4042

動物愛護週間 ９月20日㈬〜26日㈫

□セレモニー・スタンプラリーほか

a９月23日㈷午前11時〜午後４時
b上野恩賜公園 噴水広場
※当日、直接会場へ
□功労者表彰式、ペット防災対策の
パネルディシカッション
a９月24日㈰午後１時〜４時30分

b東京国立博物館
e390人（申込順）
i９月22日㈮正午までに、電話で

（公社）日本動物福祉協会p03－6455
－7733 へ
j東京都環境保健衛生課
　p03－5320－4412

ペットも守ろう！ 防災対策
どうぶつ愛護フェスティバル

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ ※iマークがないものは、当日、直接会場へ

■専門相談（申込制）　※１枠30分
□申込開始　９月19日㈫午前８時30分（★印は、９月６日から受付中）
□申込方法　希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
※申込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26日㈫・27日㈬、10月５日㈭・６日㈮午前９時〜正午

o
９月28日㈭午前９時〜正午
10月３日㈫・４日㈬午後１時30分〜４時30分

人権・身の上相談
n ★10月 ５日㈭ 午前９時〜正午

※１枠１時間o ★ ９月28日㈭

交通事故相談
n 　10月11日㈬

午後１時30分〜４時
o ★ ９月27日㈬

税務相談
n 　 ９月22日㈮

午後１時30分〜４時30分

o 　10月 ６日㈮

不動産相談
n 　10月19日㈭

o 　10月12日㈭

登記相談
n 　10月12日㈭

o 　10月19日㈭

表示登記相談
n 　10月12日㈭

o 　10月19日㈭
年金・労災・雇用保険
人事一般相談 n 　10月16日㈪

行政相談 n 　10月20日㈮
相続・遺言・成年後見等
手続相談 n ★10月 ４日㈬

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室　n・o ㈪〜㈮午前８時30分〜午後５時

無料市民相談

結核は昔の病気と思っていませんか？
結核予防週間 ９月24日㈰〜30日㈯

　現在でも１日に５人が命を落とし、
50人が新たに発症している日本の重
大な感染症です。本市でも年間４人が
亡くなり、約40人が新たに発症して
いますが、早期発見・早期治療により
治すことができます。
□60歳から感染者が増加　
新たに発症した方のうち、60歳以上
の方が70％以上を占めています。体

のだるさや微熱、体重減少に注意が必
要です。
□若い方も注意が必要！　
若い世代の受診の遅れや、それに伴う
集団感染なども問題となっています。
□長引く咳

せき
や痰

たん
は要注意　

２週間以上咳や痰が続く場合には、医
療機関を受診しましょう。
◆健康課op042－438－4037
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平成29年９月15日号

≪授乳室のご案内≫　田無庁舎２階・保谷保健福祉総合センター１階　※乳幼児を連れてご来庁の際は、お気軽にご利用ください。

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op042－438－4037

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】

10月17日㈫午前10時～11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 10月13日㈮までに電話

サンテ ミニ栄養講座　
「ほうっておけない！こわ～い貧血」

10月27日㈮午後１時～２時10分
保谷保健福祉総合センター 市内在住の方／10人程度 10月24日㈫までに電話

西東京しゃきしゃき体操パート２講座
【運動不足を解消しませんか？足、腰の筋力アッ
プに効果的な体操】　
※初めての方にお勧めです。

９月22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 ※７人以上で出張
講座（平日の午前９
時～午後５時、会場
はご用意ください）

10月10日㈫午前10時～11時30分
保谷保健福祉総合センター 10月６日㈮までに電話

栄養･食生活相談
【生活習慣病予防の食事や健康づくりのための食
生活について管理栄養士による相談】

10月18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

10月13日㈮までに電話

10月27日㈮午後２時30分～４時
保谷保健福祉総合センター 10月24日㈫までに電話

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】

10月４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

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

10月４日㈬午後２時15分～３時15分・
19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

美姿勢エクササイズ３日間コース
【健康運動指導士による姿勢改善の話と毎日でき
る体操】
※保育あり（未就学児）

10月20日、12月22日、２月16日㈮午前10
時～正午／田無総合福祉センター
※１日からの参加も可

市内在住の18～64歳の美しい姿勢で体を
引き締めたい方／20人程度

前日までに電話・はがき・Eメール（記入例）
m seijin-hoken@city.nishitokyo.lg.jp

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

17日
保谷厚生病院
栄町１－17－18
p042－424－6640

がんぼクリニック
芝久保町３－30－16
p042－465－8774

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

18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

ごとう内科
東伏見２－１－６
p042－450－5100

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

24日
佐々総合病院
田無町４－24－15
p042－461－1535

池田クリニック
柳沢２－３－13　
柳沢２丁目アパート110号
p042－465－3331

　※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

17日
城歯科クリニック
向台町１－20－９
p042－464－4008

富士町歯科クリニック
富士町４－18－11	富士町ビルB１階
p042－468－2900

18日
エンゼル歯科クリニック
保谷町３－22－７
p042－464－8744

山本歯科医院
ひばりが丘１－３－２
p042－421－1182

23日
岩田歯科医院
向台町６－16－４
p042－465－4507

松本歯科医院
保谷町３－３－23
p042－467－9339

24日
畑中歯科医院
東町５－９－３	シャトー本多A号
p042－423－8249

ひかり歯科医院
柳沢３－１－４
p042－468－8849

a�９月25日、10月16・30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
a９月19・26日、10月10日・24日㈫
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�９月27日、10月４・18・25日㈬
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
d１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・b10月31日㈫受付：午前９時30分
～11時・保谷保健福祉総合センター
11月28日㈫受付：午前９時30分～11
時・田無総合福祉センター
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・b10月31日㈫	・保谷保健福祉総合センター
11月28日㈫	・田無総合福祉センター
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カ月前後の乳児と保護者（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�９月21日、10月５・19・26日㈭
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op042－438－4037 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。

記入例
【はがき宛先】
〒202－8555
市役所健康課

「美姿勢エクササイズ」申込
①氏名（ふりがな）
②生年月日（年齢）
③住所
④電話番号
※保育をご希望の場合
　●子どもの名前（ふりがな）
　●子どもの生年月日

はがき・Eメール

□第２回 胃がん検診 日程		 検診時間：午前８時45分～11時30分
会場 男性 女性

田無総合福祉
センター

10月16日㈪・21日㈯、
11月17日㈮・20日㈪・21日㈫

10月17日㈫・25日㈬・26日㈭・27
日㈮、11月15日㈬・30日㈭

保谷保健福祉
総合センター

11月６日㈪・７日㈫・９日㈭、
12月２日㈯・７日㈭

11月１日㈬・10日㈮・12日㈰、
12月１日㈮・４日㈪・12日㈫・13日㈬

※第３回日程は、11月15日号と市kに掲載予定

c問診・エックス線検査（バリウム使用）
※前夜からの食事・水分などの制限が
必要です。
d平成30年３月31日時点で30歳以
上の方（前年度に受診した方を除く）
i９月15日㈮から上記申込専用電話へ
（平日午前９時～午後５時）
※予約の際に「西東京市で行う胃がん
検診の予約」と伝えてください。
※初日から数日と午前中は、電話がつ
ながりにくい場合あり
※定員に達した時点で受付終了
※申込完了後、お知らせを順次発送

□受診できない方
●妊娠中または妊娠の可能性がある
●胃の手術をした
●	胃・十二指腸の治療中または経過観
察中

●消化管の閉塞またはその疑いがある
●	バリウムによる過敏症、排便困難・
腹痛などで受診したことがある

●水分制限がある
●	１年以内に脳血管障害や心疾患で発
作があった
◆健康課op042－438－4021
※健康課では予約受付はしていません。

胃がん検診申込専用電話　	p0120－128－331（固定電話から）	
p03－3269－4752（携帯電話・スマートフォンから）

予約は９月15日㈮から電話で

第２回 胃がん検診

　市内の中学生が「人生を無駄にしないで」と願いを込めて制作しました。
a９月25日㈪～29日㈮午前10時～午後４時（初日は正午から、最終日は午後３時まで）
b田無庁舎２階展示コーナー	 ◆健康課op042－438－4021

薬物乱用防止ポスター・標語展
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平成29年９月15日号

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申込  j問い合わせ  lファクス  mメール  kホームページ  n田無庁舎  o保谷庁舎

　NPO法人西東京市体育協会の加盟団体では、さまざまなスポーツ教室を開催
しています。参加資格・内容など詳細は、各団体（連絡先）へお問い合わせください。

平成29年度後期
スポーツ教室（10〜３月）

種目 日時 場所 参加費 連絡先

剣道 第１・３・５㈰
午前９時～11時30分

スポーツ
センター 無料 野村

p042－466－6228

柔道 第１～４㈰
午前９時～11時 武道場 無料 山本

p090－8706－4844

水泳 第１㈭・㈮
午前10時～正午

スポーツ
センター １回900円 松原

p042－458－1422

ソフト
テニス

第２・４㈯
午後１時～３時

東町テニス
コート(10月）
ひばりアム

（11月から） １回300円 大金
p042－425－6875

第３㈯
午後１時～３時 ひばりアム

卓球 第１・３㈬
午前９時～正午

スポーツ
センター

１回500円
（半年6,000円）

東野
p042－468－0597

バドミントン
第２・３・４㈬
午後７時～８時30分
※要事前連絡

総合体育館
１回500円

（中学生以下
300円）

宗形
p080－3427－5622

空手道
初心者

第３・４㈬
午後６時～８時45分 武道場

スポーツ保険代
1,850円（中学
生以下800円）

村上
p080－5174－3412

バスケット
ボール

第１㈭・第３㈯
午後６時～９時

スポーツ
センター １回100円 瓜生

p080－5064－4908

アーチェリー 第１・２㈯午前９時
30分～11時30分 武道場 月1,600円 妹尾

p042－421－1291

躰道 第１・２㈬
午後６時～９時 きらっと 体験２回まで無料 菅野

p042－421－7075

少林寺拳法 第１～３㈬
午後６時～９時

スポーツ
センター 無料 岡村

p042－422－1215

硬式テニス

第３㈯
午前９時～11時

東町テニス
コート(10月）
ひばりアム

（11月から） １回300円 児島
p042－439－5340

第４㈫
午後１時～３時
第４㈯
午前９時～11時

芝久保
第二運動場

太極拳 第３・４㈰
午前９時～正午 武道場

体験２回まで無料
入会金1,000円

月2,500円
（18歳未満
月1,000円）

弓田
p042－423－3621

ダンス
スポーツ

第１㈰
午後３時～６時

スポーツ
センター １回400円 蛯谷

p090－9150－9907
ターゲット
バード
ゴルフ

第１㈯・第３㈫
正午～午後３時

ひばりアム 無料

大西
p042－461－9084

グラウンド
ゴルフ

第１・３㈮
正午～午後３時

西潟
p042－461－7058

※種目により日程変更などがありますので、各団体へご確認ください。
jNPO法人西東京市体育協会p042－425－7055
◆スポーツ振興課op042－438－4081

シニアルーム シニア世代向け情報
※市からの連絡帳コーナーも

ご覧ください。

a９月30日㈯午前８時30分～10時　b臨時集積所（下表参照）
※雨天決行

　９月24日は「清掃の日」、10月１日
は「浄化槽の日」、これを結ぶ期間が「環
境衛生週間」です。
　西東京市高齢者クラブ連合会・シル
バー人材センターの皆さんと、環境美
化一斉清掃を実施します。
　市内の公共の場所（道端・公園など）
に捨てられたごみ（可燃ごみ・不燃ご
み・空き缶・空き瓶・ペットボトル）
を拾い集め、臨時集積所にお持ちくだ
さい。

◆高齢者支援課op042－438－4028
◆ごみ減量推進課p042－438－4043

環境美化一斉清掃にご協力を

□臨時集積所　※家庭内のごみは持ち込まないでください。
谷戸イチョウ公園 南町６－９ 小林宅
谷戸第二地区会館 田無庁舎市民広場 
谷戸地区会館 南町第一児童遊園
緑町三丁目都営
アパート集会所 向台公園東側入口

田無町七丁目
都営アパート公園

北町緑地保全地域
ひばりが丘北わんぱく公園

芝久保地区会館 あらやしき公園
田無駅北口第一自転
車駐車場西側出口前

武道場
住吉会館ルピナス

保谷庁舎正面入り口
中町児童館
第二えのき児童遊園
富士町福祉会館
都立東伏見公園
むくのき公園
新町福祉会館
東伏見コミュニティ
センター
柳沢せせらぎ公園

❖女性のための骨盤底筋アップ講座（全
６回）
　下半身の筋力をアップし、女性に多い
尿失禁の予防方法を学びます。併せて口

こう

腔
くう

衛生・栄養について健康維持のコツを
お伝えします。
a10月４日～11月８日の㈬午後２時～
３時30分
b住吉老人福祉センター
d運動可能な女性
e15人（申込多数は抽選）

❖きれいな歩き方講座（全４回）
　普段の歩き方・姿勢を見直して、いつ
までも年齢を感じさせない歩き方をしま
せんか。
a10月５日～26日の㈭午前10時～11
時30分
bきらっと
d運動可能な方
e15人（申込多数は抽選）

❖さわやかポールウオーキング講座（全
８回）
　２本のポールを使ったウオーキングで
す。通常のウオーキングより、両足にか
かる負担が軽減でき、楽に全身運動がで
きます。
a10月５日～11月30日の㈭午前９時
30分～11時
b新町福祉会館
d運動可能な方
e20人（申込多数は抽選）

◆高齢者支援課o
　p042－438－4029

市内在住65歳以上対象  各種講座　

□共通
g１回150円
i９月22日㈮（消印有効）までに、は
がきで住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・電話番号を
〒202－8555市役所高齢者支援課

「希望講座名」係へ

　９月30日㈯は「交通事故死ゼロを目
指す日」です。
　この運動をきっかけに、皆さん一人
一人が交通ルールやマナーを守る習慣
を身に付けて、交通事故防止を目指し
ましょう。
□運動の重点
●  子どもと高齢者の安全な通行の確保

と高齢運転者の事故防止
●  夕暮れと夜間の歩行中・自転車乗用

中の事故防止
● 飲酒運転の根絶

●  全席のシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用

●  反射材は腕や足など、動く部分に付
ける（ホームセンターなどで購入可）
❖交通安全のつどい
a９月20日㈬午後１時
b西東京市民会館　
※当日、直接会場へ
c高齢者の事故防止のための交通安
全教室・イベント
j田無警察署p042－467－0110
◆道路管理課op042－438－4055

秋の全国交通安全運動 ９月21日㈭〜30日㈯
やさしさが　走るこの街　この道路

　姉妹・友好都市ではさまざまなイベントが開催さ
れます。
　市では、姉妹・友好都市との交流を深めていただ
けるよう宿泊料金の一部を助成しています。契約宿
泊施設一覧や利用方法のご案内を文化振興課（保谷
庁舎３階）・両庁舎ロビー（田無２階・保谷１階）・
出張所・市kで配布していますので、ぜひご覧く
ださい。

j下郷町商工観光係p0241－69－1144・北杜市観光協会p0551－47－
4747・勝浦市観光商工課p0470－73－6641
◆文化振興課o p042－438－4040

□イベントカレンダー

姉妹都市・友好都市に行ってみませんか

開催日（予定） 行事名 都市
10月１日㈰～25日㈬ 増富ラジウム温泉博覧会

北杜市
10月１日㈰ 須玉甲斐源氏祭り

11月４日㈯
かつうら魅力市 勝浦市
もみじウオーク 北杜市

２月10日㈯・11日㈷ 大内宿雪まつり
下郷町

２月17日㈯ なかやま「雪月火」
２月23日㈮～３月４日㈰ かつうらビッグひな祭り 勝浦市
２月24日㈯ 湯野上温泉火祭り 下郷町

大内宿雪まつり
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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のためドメイン設定を　 ● 往復はがき（124円）：記載面誤り、返信面の宛先記入漏れにご注意を

　福祉会館で活動しているサークルの
普段の活動の成果をご覧ください。
jひばりが丘福祉会館
　p042－424－0262
◆高齢者支援課op042－438－4029

c創業者のための各種補助金・申請
書の書き方や活用方法
d・e市内での創業を目指している
方・創業後間もない方・30人（申込順）
i・j創業支援センターTAMA（事務
局： 多 摩 信 用 金 庫）p042－526－
7766・l042－528－0940
◆産業振興課op042－438－4041

①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
□共通
d雇用保険を受給中の方
e各回50人（申込順）　※定員内であ
れば全てのセミナーを受講可
h筆記用具・雇用保険受給資格者証
i電話で㈱東京リーガルマインド
　p03－5913－6910 へ　
　※平日午前９時〜午後５時
□保育サービス　セミナー申込後に必
ず予約してください。
d・e６カ月〜４歳・各回６人（申込順）
i９月15日㈮〜10月３日㈫正午まで
に、産業振興課（保谷庁舎３階）へ
jハローワーク三鷹
　p0422－47－8617
◆産業振興課op042－438－4041

ひばりが丘福祉会館作品展示会
９月27日㈬〜29日㈮ 
ひばりが丘福祉会館

創業支援セミナー 
創業者のための補助金活用
10月３日㈫ 午後６時〜８時
イングビル

就職支援セミナー
①10月10日㈫　②11日㈬
③12日㈭ 午後１時30分〜３時30分
防災センター

c市内の外国人による日本語スピー
チ、市内在学の外国につながる小・中
学生による日本語メッセージ、フラメ
ンコギター演奏など

j日本語スピーチコンテスト2017実行
委員会（多文化共生センター内）p042
－461－0381・m info@nimic.jp
◆文化振興課op042－438－4040

　おしゃべりしながら、時には無心に
なって、自分だけの小物を作ってみま
せんか。
　ニットやフェルト、キルト…手仕事
には気持ちを落ち着かせたり、スッキ
リさせたりする効果があるようです。
第２回は思い出の布や古着を使って

「りめいぐるみ」を作ります。
e15人　※保育あり：生後６カ月以
上の未就学児・15人（申込順）
g500円（材料費）
i９月19日㈫午前９時から、電話・
Eメールで件名「てしごとカフェ２」・
住所・氏名・電話番号・保育の有無を
下記へ
◆男女平等推進センター
　p042－439－0075
　mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

日本語スピーチコンテスト2017
10月15日㈰ 午後１時〜４時
※終了後、交流パーティーあり
コール田無　※当日、直接会場へ

ほっとひと息、てしごとカフェ２
10月18日㈬ 午前10時〜正午
住吉会館ルピナス

イベント NEWS もっと知ろう！ 楽しもう！

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。

東京都市町村総合体育大会の結果第50回

　スポーツ振興と都内市町村間の交流
を目的とした歴史ある大会で、14競
技22種目を競いました。
　本市は、男子ソフトボールで１位、
柔道で２位、男子卓球・男子ソフトテ

ニス・女子バドミントン・男子剣道で
３位でした。29市町村中、男子４位、
総合６位と好成績を収めました。
◆スポーツ振興課o
　p042－438－4081

a10月１日㈰午前９時ごろ〜正午
bエコプラザ西東京　
　会場で、右記の資源物を無料で回収しま
す。受付までご持参ください。
※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、地元産の野菜の販売、
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

資源物の無料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・
かご・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
作品は回収不可

都市鉱山から
つくる！
みんなの
メダル

プロジェクト
※

携帯・スマホ・電子辞書・
カーナビ、デジカメ・ビデ
オカメラ、携帯音楽（CD・
MDを含む）プレーヤー、
携帯ゲーム機、ACアダプ
ターなどのコード類

※メダルプロジェクトは、ごみ減量推進課
窓口でも随時受付

おたすけ隊  募集
西東京市手話通訳者登録試験 
（手話通訳者全国統一試験）

a12月２日㈯ 午前10時〜午後５時
b日野市「生活・保健センター」
d市内在住で、手話通訳者養成課程修
了者または同程度の知識および技術が
ある方
g4,000円
i９月24日㈰〜27日㈬に、申込書をj
へ提出（郵送不可）
□申込書　障害福祉課（両庁舎１階）・
市kで配布
j西東京登録試験委員会事務局
　l042－438－2275
　mnishitokyo.shiken@gmail.com
◆障害福祉課op042－438－4034

介護職員初任者研修（通学）

　高齢社会が進行する中、在宅福祉を
充実させるうえで重要な担い手となる
介護職員の養成研修です。
a10月17日㈫〜１月25日㈭
b高齢者センターきらら
d市内在住・在勤で、次のいずれか
に該当している方
● 既に介護職員として働いている　
●  介護職員として働くことが確定して

いる
●  介護職員として働くことを希望して

いる
e24人（申込多数は抽選）
g受講料５万7,000円・テキスト代

6,480円
i９月15日㈮〜10月２日㈪に、本人確
認書類（運転免許証・パスポート・健康
保険証など）を持参し、高齢者支援課（保
谷保健福祉総合センター１階・田無庁
舎１階）へ
※修了には130時間の受講と、修了テ
ストの合格が必要
※詳細は、９月15日㈮から高齢者支
援課で配布する日程表または市kを
ご覧ください。
◆高齢者支援課op042－438－4028

認知症サポーター・ 
ステップアップ講座

　認知症の方への声掛けの仕方など、
グループワークを交えて認知症サポー
ター養成講座の学びをさらに深めます。
□認知症サポーターとは　
認知症を正しく理解し、地域で生活し
ている認知症の方や家族を見守り、自
分でできる範囲で支援する方
a９月25日㈪午後２時〜４時
b田無庁舎５階
d・e市内在住・在勤で、認知症サポー
ター養成講座を受講したことがある
方・50人（申込多数は抽選）
i９月22日㈮までに、電話で下記へ
◆高齢者支援課o
　p042－438－4029

りめいぐるみ
作品例

「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 20万860人

（＋15）
平成29年９月１日現在　※（　）は先月比

●住民登録 〈うち外国人住民〉
人口 ／20万860人 （＋15） 人口 ／4,128人
男 ／ 9万8,070人（＋24） 男 ／2,074人
女 ／10万2,790人（  －9） 女 ／2,054人

世帯 ／  9万5,707 （  －7） 世帯 ／2,471

　NPO市民フェスティバルに参加し
て、団体の活動紹介や会員募集をしま
せんか。
□説明会
a９月30日㈯ 午前９時30分〜正午
bイングビル
※説明会後、参加申込の受付を開始
d主に市内で活動しているNPO法人・
市民活動団体
i９月26日㈫までに、電話・ファクス・

Eメールで住所・氏
ふりがな

名・電話番号をj
の「第９回NPO市民フェスティバル参
加団体説明会」係へ
j市民協働推進センター
　 p042－497－6950・l042－

497－6951・myumecollabo@
ktd.biglobe.ne.jp

◆協働コミュニティ課o
　p042－438－4046

第９回 NPO市民フェスティバル 参加団体募集

を歩こう秋
緑に親しみながらウオーキング！
緑の中でダンスワークショップ！

　子育て世代の親子から高齢者の方ま
で楽しめる、リニューアルした散策
マップを活用したウオーキング教室で
す。今後の運動習慣のきっかけにしま
せんか。

⑴散策めぐり＆ウオーキング教室
a午後１時（出発）〜３時30分
散策：せせらぎ公園（散策マップE・D）周辺
※散策後、健康運動指導士による歩き
方アドバイスや各種測定（体成分バラ
ンス・足指力）を実施
e40人（申込順）
h飲み物・タオルなど

⑵子どもと一緒にダンスワークショッ
プを楽しみましょう！
ダンスに加え、親子で楽しくウオーキ
ングするコツもお伝えします。
a�①午後１時〜２時 ②２時15分〜３

時15分
d小学生以下の子どもと保護者
e各25組（申込順）
※保護者１人につき子ども２人まで

h飲み物、着替え、タオル、外遊び
しやすい服・靴

◆みどり公園課o
　 p042－438－4045・mkouen@

city.nishitokyo.lg.jp

市民体力づくり教室　神話と歴史の街 秩父ウオーキング
a10月28日㈯ 午前７時50分
集合：田無駅北口ペデストリアンデッキ
※雨天時11月３日㈷
□コース　田無駅－横瀬駅〜姿の池〜
見晴らしの丘〜牧水の滝〜道の駅ちち
ぶ〜武甲酒造〜秩父神社〜今宮神社〜
慈眼寺〜西武秩父駅（約6.5㎞）
d・e市内在住･在勤･在学の小学生以
上（小学生は保護者同伴）・60人（申込順）

g・h交通費・リュックサック・タオル・
雨具・飲み物など

i９月29日㈮（必着）までに、往復は
がきで参加者全員の住所・氏名・性別・
年齢・電話番号を〒202－8555市役
所スポーツ振興課｢秩父ウオーキング｣
係へ
◆スポーツ振興課o
　p042－438－4081

ピースウオーク
　原爆の被害の絵画を展示している原
爆の図丸木美術館、地下軍需工場跡の
ある吉見百穴を見学します。
a10月31日㈫
集合：午前８時30分・保谷庁舎玄関、
午前９時・田無庁舎１階ロビー
b丸木美術館・吉見百穴
※交通：市のバスおよび徒歩
d市内在住・在勤・在学の方
e30人（申込多数は抽選）
g・h1,200円程度(施設入場料)・昼食

i10月18日㈬（必着）までに、往復は
がき・ファクス・Eメールで住所・氏名・
年齢・電話番号・希望集合場所・勤務
先名または学校名（在勤・在学者のみ）
を〒202－8555市役所協働コミュニ
ティ課へ
□共催　非核・平和をすすめる西東京
市民の会
◆ 協 働 コ ミ ュ ニ テ ィ 課op042－
438－4046・l042－438－2021・
mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

第17回 消費生活展 〜イベント申込〜

①親子で作る「かんたん和食膳」
ご飯・汁物・おかず数品を親子で作り、
お盆をすてきに飾ります。
a10月28日㈯午前10時〜正午
d・e市内在住の小学生と保護者・
10組

②親子で学ぼうお金の教室〜クイズ
と貯金箱工作〜
お金の話・クイズ・貯金箱工作で楽し
みながら親子でお金のことを学びます。
a10月29日㈰午前10時30分〜正午
d・e市内在住の小学３年生以上と
保護者・10組

③はじめてのタブレットを使いこな
そう
実際にタブレットを使用しながら、初
心者向けに基本的な操作方法や消費者
被害への注意点を紹介します。
a10月28日㈯午前10時〜正午
d・e市内在住・在勤・在学の方・
10人
※タブレット貸出あり

□企画・運営
第17回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

「かんたん和食膳」の調理例

　８月22日〜29日に行われた第29回ユニ
バーシアード競技大会卓球競技に田無北原保
育園・谷戸小学校出身で市民の森

も り

薗
ぞ の

政
ま さ

崇
た か

選手
（明治大学）が出場。男子団体で準優勝、男子
シングルスで優勝（２大会連続）、男子ダブル
スでは大島祐哉選手と組み優勝しました（日本
勢初）。
　皆さんの熱い応援をよろしくお願いします。
◆スポーツ振興課op042－438－4081

市内の情報をお届けします

スポーツ応援編
大好きです

西東京
祝！３個のメダル獲得　卓球

多摩六都科学館ナビ

j多摩六都科学館p042－469－6100
休館日：９月19日㈫・25日㈪、10月２日㈪〜５日㈭・10日㈫

　来場者とふれあいながら科学の面白
さを伝えます。遊びを通じたコミュニ
ケーション、観察・実験・工作教室な
どの企画運営、読み聞かせなど、得意
なことを生かして館内外で活動します

（活動は無償）。
d・e ● 一般：週１回程度活動でき
る18〜70歳・約20人
● ジュニア：月１回程度活動できる小

学５年生〜18歳（要保護者同意）・約
10人
i10月15日㈰（必着）までに、応募用
紙を郵送または持参（募集要項はj�
のk・市役所・公民館などで配布）

　自分が住んでいる武蔵野台地の地形
や地質と、地球内部の活動について考
えてみましょう。
a９月27日、10月25日㈬午前11時

〜正午（いずれも同内容）
d・e18歳以上・各30人（先着順）　
※当日９時30分から参加券を配布
g500円（入館券）

大人のための地球科学入門

科学館ボランティア会員募集

金メダルを手に
する森薗選手▶

白熱の試合▼

写真提供：日本卓球㈱

□共通
b消費者センター分館
i９月29日㈮（必着）までに、往復
はがき・ファクス・Eメールで住所・
氏名（① ②は子どもの氏名・学年
も）・電話番号（ファクス番号）を
〒202－8555市役所協働コミュニ
ティ課「希望講座名」係へ
※申込多数は抽選

　男女平等参画推進、啓発を目的とし
ているパリテまつりへの展示、出店者
を募集します。
□説明会（参加希望者は出席必須）
a10月７日㈯ 午後１時30分
b住吉会館ルピナス
i９月15日㈮午前９時〜29日㈮午後
５時に右記へ
❖展示コーナー
活動紹介・作品発表など

a１月29日㈪〜２月９日㈮
b住吉会館交流ホールほか

❖出店コーナー
喫茶・物品販売など

a２月３日㈯・４日㈰

□企画・運営　第10回男女平等推進
センターパリテまつり実行委員会
◆男女平等推進センター
　p042－439－0075

第10回
男女平等推進センター パリテまつり出店・展示募集

□共通
b住吉会館ルピナス
d男女平等推進、啓発に協力いた
だける団体・個人（申込多数は抽選）

a10月15日㈰
b谷戸せせらぎ公園（集合・解散）
※雨天時、西東京いこいの森公園

□共通　i10月12日㈭までに、電話・
Eメールで住所・氏名・子どもの年齢・
希望時間（⑵のみ）電話番号を下記へ
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