
東京2020大会まで1000日を切りました！

西東京市 × オランダオリンピック委員会・スポーツ連合（NOC＊NSF）連携プロジェクト始動!！
パラスポーツ を通じて、

一緒に 未来を変えよう！
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10月10日に 連携締結の調印式が 
　行われました

　オランダNOC＊NSF連携プロジェクトでは、３つのスポーツを核として、
障害のある方もない方も一緒に日常的にスポーツができる環境が定着するよう
に、パラスポーツの普及啓発、障害や障害者への理解促進などを図ります。
　３競技に関するイベントはもちろん、誰もが気軽に楽しむことができるパラ
スポーツの体験やワークショップ、パラスポーツを一緒に支えていただける方
を対象とした講習会などを開催します。皆さんのご参加をお待ちしています。

◆スポーツ振興課op042-438-4081

　西東京市が、足立区・江戸川区と共
に、オランダNOC＊NSFおよび日本
スポーツ振興センター（JSC）と連携し
て、2020年までパラスポーツの力を
活用して各自治体の地域における社会
課題を解決するプロジェクトです。
　本プロジェクトは、単なるスポーツ
の技術向上や普及啓発だけではなく、
スポーツを通じて、障害者がより活動
的になるための機会創出や相互理解を
図るなど、現在の社会からより良い共
生社会を目指す取組であり、東京2020
大会のレガシーとなるものです。

どんなプロジェクトなの？

写真提供 オランダNOC＊NSF

No.305
平成25年（2013）

5 1
No.419
平成29年（2017）

11 1

エフエム放送「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１日㈬・９日㈭・14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
住民票等自動交付機休止 � �2
年 　 　 末 　 　 保 　 　 育 � �2
都 営 住 宅 の 入 居 者 募 集 � �3
逸品ゼミナール 参加者募集 � �6
11月は児童虐待防止推進月間 � �8

 コーフボール

　オランダで生まれたニュースポーツ（いつでも、
どこでも、誰でも気軽にできるスポーツ）。バスケッ
トボールのルールを基に考案され、パスをつなぎ
ながら、360度どこからでもシュートが打てるゴー
ルを目指します。日本では、約100人の選手がプ
レーしています。

　駐日オランダ王国大使館にて、NOC
＊NSF事務局長、JSC理事長、丸山市長
をはじめとする3自治体代表者による協
力覚書の調印が行われました。
　ジェラード・ディールセンＮＯＣ＊Ｎ
ＳＦ事務局長からは、「オランダと日本
とが知識を共有し、スポーツの力で世界
中の共生社会につながるプロジェクト
にしたい」とのスピーチがあり、連携プロジェクトへの期待が寄せられています。

調印式の様子

  ゴールボール

　視力に障害のある方を対象に考案されたスポー
ツで、夏季パラリンピックの正式種目。アイシェー
ド（目隠し）を着用し、鈴入りボールを互いに転が
すように投球し、鈴の音を頼りに相手ゴールを狙
います。4大会連続出場となったリオパラリンピッ
クでは、日本女子は総合5位に入賞し、今後が期
待される競技です。

    ボッチャ

　ヨーロッパで生まれた重度脳性まひ者や同程度
の四肢重度機能障害者のために考案されたスポー
ツで、夏季パラリンピックの正式種目。ジャック
ボール（目標球）に、赤・青のボールを投げたり、
転がしたり、ほかのボールに当てたりして、いか
に近づけるかを競います。
　日本は、リオデジャネイロパラリンピック団体
戦で初の銀メダルを獲得し、注目が高まっている
競技の一つです。

ⓒシンエイ／西東京市
いこいーな

オランダNOC＊NSFとは？
　オランダのスポーツ統括機関として、オランダオリンピック委員会（NOC）とオラ
ンダスポーツ連合（NSF）が連盟した組織です。
　リオオリンピックに向けた 2013 ～ 2016 年に、リオ市の地域課題を解決する同様
のプロジェクトが行われ、子どもたちの将来の学業へのモチベーションを高めるととも
に、オランダのエリートアスリート自身への教育としても効果が認められました。
　今回のプロジェクトでは、アスリートや専門家にオランダから訪問していただき、パ
ラスポーツを通じた社会変化の創出、障害者のためのパラスポーツ活動などに関する知
識と専門性などを共有する予定です。

　11月12日㈰市民まつりです。
　野外ステージの市民まつりセレモニーお
よびイベントエリアに、ロンドン、リオパ
ラリンピック卓球の金メダリスト、ケリー・
ファン・ゾン選手（オランダ）が登場します。
　一緒にスポーツを楽しみましょう。

最初のイベントは？
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平成29年11月１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

住民票等自動交付機休止

届け出・税・年金な
ど

　市役所庁舎の電気設備点検に伴い、下
記の日程で住民票等自動交付機のサービ
スが停止します。ご理解とご協力をお願
いします。
a・b11月11日㈯・保谷庁舎の交付機
◆市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

証明書コンビニ交付サービス停止

　東京都の庁舎電気設備点検に伴い、マ
イナンバーカードを利用した証明書コン
ビニ交付サービスが下記の日程で停止し
ます。ご理解とご協力をお願いします。
※停止日程は変更になる場合があります
ので、最新の情報は市kをご覧ください。
a・b11月11日㈯・市内外の全店舗
◆市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

市税・国民健康保険料の
休日納付相談窓口

a11月18日㈯・19日㈰午前９時～午
後４時
b ●市税…納税課（田無庁舎４階）
●�国民健康保険料…保険年金課（田無庁
舎２階）　※田無庁舎のみ

c市税・国民健康保険料の納付および
相談、納付書の再発行など

◆納税課np042－460－9832
◆保険年金課np042－460－9824

不動産公売

　市では、市税の滞納処分として差し押
さえた不動産について、入札による売却
（公売）を行います。今回の公売は、東京
都と合同です。
　なお、公売による売却代金は、滞納と
なっている市税に充当されます。
a11月15日㈬午後１時～２時
b東京都千代田都税事務所
□売却区分番号　第G4902号
※入札には原則どなたでも参加できます。
公売物件および手続きの詳細は、市k・
東京都kでご確認ください。
※公売は中止になることがありますので、
最新情報は市kをご覧ください。
◆納税課np042－460－9834

税務署からのお知らせ
❖年末調整等説明会
　給与の支払者を対象に、平成29年分
年末調整・法定調書などの作成について
説明します。当日は、給与支払報告書総
括表・個人別明細書などを配布します。
a11月９日㈭午後１時30分～３時30分
b保谷こもれびホール
※当日、直接会場へ（車での来場不可）
❖確定申告書にはマイナンバーを
　マイナンバー制度導入により平成28
年から、所得税や消費税の確定申告書に
マイナンバーの記載が必要になりました。
※昨年申告した方も、提出のたびに本人
確認が必要です。
□なりすまし防止のための本人確認方法
マイナンバーカードによる番号確認と身
元確認（カードがない場合の本人確認書
類は、国税庁kで確認可）
❖所得税などの納付・申告は、便利な
e-Taxのご利用を
　マイナンバーカードの電子証明書を利
用するe-Taxなら、申告時の本人確認書
類の別途提出が不要です。
※詳細は、国税庁kをご覧ください。
j東村山税務署p042－394－6811
※音声案内に従い「２」番を選択
◆市民税課np042－460－9827

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書の発行
　平成29年中に納付した国民年金保険
料は、平成29年分の確定申告や年末調
整の社会保険料控除対象です。
　９月30日までに納付した国民年金保
険料は、11月上旬にはがきで「社会保険
料（国民年金保険料）控除証明書」が日本
年金機構から届きます。年末調整・確定
申告の手続きにはこのはがきと領収書
（10月１日～12月31日に納付した場合）
が必要です。
※家族の国民年金保険料を納付した場合
は、納付した方が社会保険料控除として
申告ができます。
※10月１日～12月31日に初めて納付を
した方は、翌年２月上旬にはがきが送付
されます。
jねんきん加入者ダイヤルp0570－
003－004・050から始まる電話からは
p03－6630－2525
※�●11月１日～翌年３月15日の
　平日：午前８時30分～午後７時
●第２㈯：午前９時～午後５時
j武蔵野年金事務所p0422－56－1411
◆保険年金課np042－460－9825

ひばりが丘中学校の移転に伴う通学
区域の見直しの検討に関する説明会

教育・福祉

　教育委員会では、老朽化の進んだひば
りが丘中学校を、現在地の西方（ひばり
が丘３丁目）に移転して建て替える事業
を進めています。
　現在、平成33年夏の移転に向け、保
護者・地域住民・学校などで構成された
協議会の中で、通学区域の見直しを検討
しています。つきましては、説明会を開
催しますので、ぜひお越しください。
□説明会　
土曜

日時 場所
11月18日㈯ 午後�２時 田無第二中体育館

25日㈯ 午前10時 保谷小体育館
午後�２時 ひばりが丘中体育館

12月�２日㈯ 午後�２時 中原小体育館

�９日㈯ 午前10時 谷戸第二小体育館
午後�２時 谷戸小体育館

16日㈯ 午後�２時 住吉小体育館
平日

日時 場所
12月�１日㈮ 午後�７時 ひばりが丘中体育館

�７日㈭ 午後�７時 田無第二中体育館
12日㈫ 午前10時 保谷庁舎４階

◆教育企画課op042－438－4071

全市立小学校通学路に防犯カメラ
設置完了へ ～市民説明会を開催～

　教育委員会では、昨年度から保護者や
地域の方々と連携し、市立小学校通学路
への防犯カメラ設置を進めています。今
年度は７校（保谷・東伏見・中原・向台・
芝久保・上向台・本町小）の通学路に、
１校当たり５台、計35台の防犯カメラ
を設置し、全市立小学校通学路への設置
が完了する予定です。
□事業市民説明会
a・b※両日とも
同内容
●11月17日㈮午後６時・田無庁舎１階
●11月18日㈯午前10時・保谷庁舎別棟
◆教育企画課op042－438－4070

平成30年４月１日から 
東京都大気汚染医療費助成制度改正
□変更点
● �平成30年４月１日以降の診療分から、
認定された疾病に対する保険診療の窓

市 連からの 絡 帳 口支払額のうち、月額6,000円までが
自己負担となります。

●�月額の自己負担額は、各医療機関など
（病院・診療所・薬局）で「自己負担限
度額管理票（東京都大気汚染医療費助
成用）」に記載してもらい、管理します。

●�同じ月に支払った各医療機関など（病院・
診療所・薬局）の医療費を合算し、月額
の合計が6,000円に達したときは、その
月はそれ以上の自己負担はありません。
※自己負担限度額管理票は、対象の方へ
平成30年４月１日から使用する新しい
医療券と一緒に２月ごろまでに送付予定
※18歳未満の方はこれまでと同様、窓
口での自己負担はありません。
　医療機関・薬局などの利用時は「都医
療券」と「自己負担限度額管理票」を必ず
窓口で提示してください。
j東京都福祉保健局環境保健衛生課
　p03－5320－4492
◆健康課op042－438－4021

入院期間中の紙おむつ代の助成

　紙おむつの持込不可の病院に入院し、
紙おむつ代を病院に支払っている高齢者
などに助成を行います。
□対象期間　７月１日～10月31日入院分
□助成金額　月ごとの紙おむつ代の実費
金額（上限月額4,500円）
d次の全てに該当する方
●入院期間（上記対象期間）中に西東京市
に住民登録をしている　●40歳以上で入
院時に介護保険認定において要介護１以
上の認定を受けている　●紙おむつ持込
禁止の医療保険適用の病院に入院し、紙
おむつ代を病院に支払っている　●入院
期間中に生活保護を受給していない
□申請
a11月10日㈮～30日㈭
b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）
h ●介護保険被保険者証のコピー　●振
込先の口座が分かるもの（通帳のコピーなど）
●認め印　●病院が発行した領収書のコ
ピー
※領収書には、対象者氏名・入院期間・
病院名・紙おむつ代の金額の記載が必要
です（紙おむつ代の記載がないものは不
可）。領収書の金額にシーツやパジャマ
代などが合算されている場合は、別途病
院発行の内訳が必要です。
※平成29年３～６月入院分の未申請分
も併せて受け付けます。

　年末に保護者が就労のため家庭で保
育ができない場合に、市内公立保育園
で保育を実施します。
a12月29日㈮午前７時30分～午後
６時30分で、保護者の就労に応じた
時間
※午前10時までに登園。午後のみの
保育は行いません。
□実施場所　すみよし保育園・向台保
育園（予定）
□保育要件　保護者の就労により家庭
保育が困難と認められたとき
d・e市内在住で満１歳～就学前の子
ども・各園30人（申込人数により抽選
および調整あり）
g ●半日利用（午後１時まで）…1,500円
●１日利用（午後１時を超えた場合）…

3,000円（おやつ代を含む）
※昼食は弁当を持参してください。
i11月13日㈪～24日㈮に下記の提
出書類を保育課（田無庁舎１階）または
市内認可保育園へ持参
□提出書類　●年末保育利用申請書　
●勤務証明書（両親分）：12月29日が
勤務日であることを事業主が証明した
もの　●児童連絡票　●食事アンケー
ト●食物アレルギー意見書（食物アレ
ルギーがあり１日利用でおやつを食べ
る児童のみ。市内認可保育園在園の方
は園から写しをもらってください）
※各書類は保育課・市内認可保育園で
配布
□決定通知　12月８日㈮ごろ発送
◆保育課np042－460－9842

年末保育
　学童クラブでは、小学校などに通う
児童の保護者が仕事や病気などの理由
で昼間家庭にいられない場合、保護者
に代わって児童の生活指導を行います。
d小学校などに在学中の児童（５・６
年生は障害児童のみ）
□入会案内　11月15日㈬から、児童
青少年課（田無庁舎１階）・市民課（保
谷庁舎１階）・児童館・学童クラブ・
保育園・幼稚園で配布
※勤務証明書は市kからダウンロード
できますので、お早めにご準備ください。
i12月１日㈮～22日㈮に必要書類を
下記窓口へ持参
●�児童青少年課…平日午前８時30分
～午後５時（12月18日㈪～22日㈮

は午後８時まで）
● �児童館…㈪～㈯午前９時30分～午
後６時

●学童クラブ…㈫～㈮午後１時～６時
□注意事項
● �施設の利用状況・申請状況により、
希望する学童クラブに近接する学童
クラブになる場合や入会できない場
合があります。

●�現在入会している方も、毎年度申請
が必要です。必ず保護者が申請して
ください（郵送や児童による提出は
不可）。
※小学校区域に２カ所以上学童クラブ
が設置されている地域では、入会児童
数の均衡を保つため、居住地域による
割り振りを予定しています。
※詳細は、入会案内を
ご覧ください。
◆児童青少年課n
　p042－460－9843

平成30年４月からの

学童クラブ入会案内
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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。

■子ども子育て審議会計画専門部会
a11月1日・15日㈬午後７時
b田無庁舎５階
c・e子ども子育て支援事業計画の
中間見直し・各８人
◆子育て支援課np042－460－9841

■総合計画策定審議会
a11月６日㈪午後１時30分
b田無庁舎３階
c・e基礎調査報告、後期基本計画
の総論ほか・５人
◆企画政策課np042－460－9800

■文化芸術振興推進委員会
a11月８日㈬午後７時
b保谷庁舎２階
c・e文化芸術振興計画ほか・５人
◆文化振興課op042－438－4040

■子ども子育て審議会保育園あり方検
討専門部会
a11月９日㈭・24日㈮午後７時
b田無庁舎５階
c・e公立保育園のあり方・各８人
◆子育て支援課np042－460－9841

■行財政改革推進委員会
a11月10日㈮午前９時
b田無庁舎３階
c・e行政評価制度の見直しほか・５人
◆企画政策課n
　p042－460－9800

■子ども子育て審議会（仮称）子ども条
例検討専門部会
a①11月10日㈮午前10時・②27日
㈪午後７時
b①田無庁舎２階・②イングビル
c・e（仮称）子ども条例・各８人
◆子育て支援課np042－460－9841

傍　聴 審議会など

■社会教育委員の会議
a11月13日㈪午後２時
b防災センター
c・e放課後子供教室事業・５人
◆社会教育課op042－438－4079

■文化財保護審議会
a11月16日㈭午前10時〜正午
b保谷東分庁舎
c・e西東京市の文化財保護・５人
◆社会教育課op042－438－4079

■図書館協議会
a11月16日㈭午後２時
b田無公民館
c図書館の運営体制のあり方ほか

e５人
◆中央図書館p042－465－0823

※次回の申請受付は、平成30年３月を
予定（11月〜翌年２月入院分）
◆高齢者支援課o
　p042－438－4028

伝統文化親子教室事業の募集

文化・くらし

　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。
i11月17日㈮までに、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

防災行政無線などによる
全国一斉情報伝達試験
　武力攻撃や地震などの災害時に、全国
瞬時警報システム（Jアラート）から送られ
てくる国からの緊急情報を、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14日㈫午前11時ごろ

c市内の防災行政無線より「これは、J
アラートのテストです」と３回放送
※午前11時の試験実施時に、「安全・安
心いーなメール」でも本試験を配信予定
※災害と間違えないようご注意ください。
□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情報
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

土砂災害に備えるための土砂災害
警戒区域等の指定に関する説明会
　今年度、市内で土砂災害防止法に基づ
く土砂災害警戒区域等の指定が予定され
ています。
　指定に先立ち、東京都との合同説明会
を開催します。
a11月16日㈭午後７時
b東伏見小学校　※当日、直接会場へ
j東京都建設局河川部計画課
　p03－5320－5429
◆危機管理室op042－438－4010

市民アンケートにご協力を

その他

　平成31年度からの「第４期西東京市地
域福祉計画」策定のため、市民アンケー
トを実施します。ご協力をお願いします。
c地域での人との関わりや福祉的なニー
ズに関すること
d住民基本台帳から無作為に抽出した市
内在住の18歳以上の方・2,500人
　11月上旬に対象となる方へ調査票を
送付します。11月20日㈪までに、同封
の返信用封筒（切手不要）で返信をお願い
します。
◆生活福祉課op042－438－4024

市政モニター　
平成29年度第１回調査結果公表
　市政モニター登録者を対象に「西東京
の教育の広報と生涯学習」をテーマとし
て調査を実施しました。
　また現在、「職員の接遇」をテーマとし
て第２回調査を実施中です。結果は追っ
てお知らせします。
□閲覧場所　市k・情報公開コーナー
（両庁舎１階）
◆秘書広報課np042－460－9804

❖東京都直接募集
□募集内容
●家族向け・単身者向け…1,910戸
● �定期使用住宅（若年夫婦・子育て世
帯向け）…750戸
□案内配布
a11月１日㈬〜10日㈮の平日
b田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１
階総合案内・出張所
※都庁・市区町村窓口・jでも配布
※申込書などは、募集期間中のみj
のkからもダウンロード可
i11月15日㈬（必着）までに、申込書
を渋谷郵便局へ郵送

j東京都住宅供給公社都営住宅募集セ
ンター（案内配布期間中p0570－010
－810、それ以外p03－3498－8894）

❖西東京市地元募集
□募集内容
●家族向け（２人以上）…５戸
□案内配布
a11月21日㈫〜30日㈭の平日
b田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１
階総合案内・出張所
i12月５日㈫（必着）までに、〒202－
8555市役所住宅課へ郵送
◆住宅課op042－438－4052

都営住宅の入居者募集

　市民の生命と財産を保護し、災害
に強いまちづくりを推進します。
①木造住宅無料耐震相談会（申込順）
②分譲マンション耐震化相談会（申
込順）
a11月18日㈯
①午前９時〜正午　※１人40分程度
②午後１時〜５時　※１人50分程度
b田無庁舎５階
d①市内の地上２階建て以下の木
造一戸建てで、自ら所有し居住して
いる住宅
※原則、昭和56年６月１日施工以
前の建築
②分譲マンションの管理組合など

i11月15日㈬までに電話で下記へ
◆住宅課op042－438－4052

耐震フェア

　市では田無警察署と共に、都内で増
加傾向にある還付金詐欺の被害を未然
に防ぎ、還付金詐欺根絶に向けた対策
を実施しています。
　市が「還付金の手続きが必要です。
すぐ手続きをしてください」などと
言って、ATM操作をお願いすること
は絶対にありません。「不審な電話が
かかってきた」「携帯電話で話しながら

ATMなどの操作をしている人を見た」
という時は、すぐに警察に通報するな
ど、ご協力をお願いします。
　自動通話録音機の給付申込受付中！
詳細は10月15日号をご覧ください。
j田無警察署
　p042－467－0110
◆危機管理室o
　p042－438－4010

　「西東京市生活サポート相談窓口」では、相談
員があなたと一緒に問題解決に向けて考え、取
り組んでいます。ぜひご相談ください。
d市内在住で経済的または生活していくうえ
でのさまざまな問題を抱えている方（生活保護
受給者を除く）

j生活サポート相談窓口p042－438－4023
◆生活福祉課op042－438－4022

西東京市生活サポート相談窓口 このような事で困っていませんか？

お金

● �収入が少なくて生活費のこ
とで悩んでいる

●�病気やけがで働くことが� �
できなくなった

●借金があって生活が厳しい

生活・住まい

● �家庭のことで相談したい
●�周囲に頼れる人がいない
●�失業して仕事が決まらず家
賃が払えなくなりそう

仕事

● �仕事が続か
ない

●�働きたいけ
ど仕事が見
つからない

西東京市還付金詐欺根絶宣言!!



凡例4

平成29年11月１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

11月の薬湯 ～柿の葉湯～

□効能　風邪や感染症の予防
a11月５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

西東京創業支援・
経営革新相談センターのご案内

□特別相談（要予約）
中小企業診断士などが、創業・経営全般
の悩みなど、個別に相談に対応
□西東京創業カフェ
a11月10日㈮午前10時～11時30分
bイングビル
c創業支援マネージャーのサポートに
よるグループディスカッション
e10人（申込順）
□創業資金融資あっせん制度事前診断
申込時には、当センターの経営診断を受
けて創業計画書を作成する必要がありま
す。詳細は、お問い合わせください。
i・j西東京創業支援・経営革新相談セ
ンターp042－461－6611

防火のつどい

a11月７日㈫午後１時30分～３時30分
bコール田無
c表彰式・防災マジックショー
※先着120人に記念品贈呈
j西東京消防署p042－421－0119

毛糸の帽子作り講習会（全２回）

a12月２・９日㈯午前10時～午後４時
bエコプラザ西東京

b西東京中央総合病院（j総務課）
　p042－464－1511（代表）
□フレイル予防で健康長寿
a11月12日㈰午後２時30分～３時30分
※午前から催しあり

b・j田無病院p042－461－7225

ブルーライトアップ・糖尿病講演会

　世界糖尿病デー啓発イベント「糖尿病
を知ろう！」の開催に伴い、11月11日
㈯・14日㈫、スカイタワー西東京でシ
ンボルカラーのブルーを点灯します。
a11月11日㈯午後２時45分～６時
bスカイタワー西東京
c講演会・クイズラリー・点灯式
e100人（申込順）
i詳細はbのkをご覧ください。
j臨床糖尿病支援ネットワーク
　p042－322－7468

講演会

　納得して医療を受けるための知識を学
び、医師と上手に付き合いましょう。
a11月30日㈭午後１時30分～４時
c上手な医療のかかり方
d・e西東京・小平・東村山・清瀬・東
久留米市内に在住・在勤の方・80人
i11月17日㈮までに、電話でjへ
b多摩小平保健所（j保健医療担当）
　p042－450－3111

歴史的建造物保存チャリティ見学会

a12月３日㈰
● 午前10時30分　 ● 午後１時30分
b自由学園（東久留米市学園町）
e各回40人（申込多数は抽選）
g中学生以上1,000円（ファンドへ寄付）

d・e市内在住の60歳以上の方・20人
i11月20日㈪までにjへ
※持ち物など詳細は、お問い合わせくだ
さい。
jシルバー人材センター
　p042－425－6611

文化祭

a11月17日㈮・18日㈯午前10時～午
後４時（18日は３時まで）
c活動成果の展示・音楽療法発表・体
操実演など

b・j保谷障害者福祉センター
　p042－463－9861

市民介護研修会（全３回）

a11月８日㈬～10日㈮午前10時～午
後３時（１日のみでも可）
b・i・jハートフル田無
　p042－468－2311

生活動作を楽にする古武術の知恵
至誠学舎東京・地域住民交流イベント

a11月３日㈷午前11時～午後３時30分
bアスタセンターコート
j緑寿園p042－462－1188

市民公開講座

※いずれも30分前開場
□こわくない内視鏡検査
a11月11日㈯ 午前10時30分 ～11時
30分
b佐々総合病院（j広報室）
　p042－461－1535
□目からウロコ！よく見えるを目指して
a11月11日㈯午後３時～４時

i11月10日㈮（消印有効）までに、東京
都kからまたは往復はがきで代表者の住
所・電話番号、参加者の氏

ふり

名
がな

・年齢、催
し名、希望時間、人数（４人まで）をjへ
j東京都都市整備局緑地景観課〒163－
8001・p03－5388－3359

広域的市民ネットワーク活動等事
業の助成団体募集

　市町村のワクを越えて行われる多摩地
域の市民交流やまちづくりの推進につな
がる事業の経費の一部を助成します。
□申請期間　11月６日㈪～12月４日㈪
□説明会
a11月10日㈮午後６時（要申込）
※詳細は、お問い合わせください。
i・j（公財）東京市町村自治調査会
　p042－382－7781

人権身の上相談所

a12月３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「行政・法律・くら
しの相談コーナー」
c人権問題（子ども含む）・悩み事など

j東京法務局人権擁護部
　p03－5213－1234

無料調停相談会

　土地建物・金銭債務・近隣問題・医療
過誤・交通事故や、夫婦関係・扶養・相
続などの調停手続きの相談に、裁判所の
調停委員（弁護士含む）が応じます。
a11月11日㈯午前10時～午後３時30分
b武蔵野公会堂（吉祥寺駅南口）
j東京民事調停協会連合会
　p03－5819－0267　

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　11月７日㈫午前８時30分（★印は、10月18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np042－460－9805
 保谷庁舎１階市民相談室op042－438－4000

内容 場所 日時

法律相談
n 11月10日㈮・16日㈭・17日㈮午前９時～正午

o 11月14日㈫・15日㈬・21日㈫午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n 　12月 ７日㈭ 午前９時～正午

※１枠１時間o 　11月30日㈭

交通事故相談
n ★11月 ８日㈬

午後１時30分～４時
o 　11月22日㈬

税務相談
n 　11月10日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　11月24日㈮

不動産相談
n ★11月16日㈭

o ★11月 ９日㈭

登記相談
n ★11月 ９日㈭

o ★11月16日㈭

表示登記相談
n ★11月 ９日㈭

o ★11月16日㈭
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o ★11月13日㈪

行政相談 o ★11月 ２日㈭
相続・遺言・成年後見等
手続相談 n 　12月 ６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
■そのほかの相談

内容 日時／場所 問い合わせ

教育相談
平日午前９時～午後５時／
保谷庁舎４階・田無庁舎５階　※予約制

教育支援課o
p042－438－4077

【電話相談】平日午前９時～午後５時
p042－425－4972

不登校
ひきこもり
相談

㈪・㈬・㈮午前９時～午後５時／
Nicomoルーム（西原総合教育施設）

【電話相談】午前９時～午後５時
㈪・㈬・㈮p042－452－2244
㈫・㈭p042－438－4077

子供家庭相談
㈪～㈯午前９時～午後４時　
※㈯は電話相談のみ（正午～午後１時を除く）／
子ども家庭支援センター（住吉会館ルピナス）

子ども家庭支援センター
p042－439－0081

ひとり親相談 平日午前９時～午後４時（予約制） 子育て支援課
（田無庁舎１階）

子育て支援課n
p042－460－9840ひとり親就業

相談
㈪～㈬・㈮午前10時～午後４時
※予約優先

女性相談
● 平日午前10時～午後４時（㈭は８時まで）／
　男女平等推進センター（住吉会館ルピナス）
● ㈪～㈬（第４㈫・㈬を除く）午前10時～正午／
　田無庁舎２階　※いずれも予約制

男女平等推進センター
p042－439－0075

生活保護相談
平日午前８時30分～午後５時

生活福祉課
（両庁舎１階）

生活福祉課
np042－460－9836
op042－438－4027
生活サポート相談
op042－438－4023

生活困窮者
相談

生活サポート
相談窓口

（保谷庁舎１階）

障害福祉相談
障害の種別を問わない相談
㈪～㈯午前９時～午後６時 相談支援

センター
（フレンドリー）

相談支援センター
p042－452－0075発達障害相談　※予約制

㈪午前９時～正午

外国人相談 平日午前10時～午後４時／
多文化共生センター（イングビル）

多文化共生センター
p042－461－0381

消費生活相談 平日午前10時～正午・午後１時～４時／
消費者センター（保谷庁舎３階）　※予約制

消費者センターo
p042－425－4040

住宅増改築
相談

第１㈮（祝日の場合は第２㈮）午後１時30分～４
時／奇数月：保谷庁舎１階ロビー、偶数月：田
無庁舎２階ロビー

住宅課o
p042－438－4052

動物相談
（西東京市獣医師会）

第３㈮午後１時30分～２時30分／
田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１階ロビー

環境保全課
p042－438－4042
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からだと心の健康相談（保健師による電話相談）　a平日午前９時～正午・午後１時～４時　◆健康課op042－438－4087

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

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
離乳食講習会　　　　　　　　　　　　　　
【離乳食のすすめ方、デモンストレーション、試食、歯科の話】

12月22日㈮午後１時15分～３時
田無総合福祉センター

市内在住の６～８カ月の乳児と
保護者（第１子優先）／25組

往復はがき・Eメール（記入例C）
m fami-boshi＠city.nishitokyo.lg.jp
申込期限（消印有効）：12月１日㈮

◆教育支援課op042－438－4074
ことばの発達・発音などに心配のある子どもの言語訓練・相談
【言語訓練士による相談】

11月15日㈬午後１時30分～５時
教育支援課（保谷庁舎４階）

５～12歳ぐらい
10人（１人15分程度）

11月１日㈬～８日㈬の平日
午前９時～午後５時に電話

子ども

筋トレ＆ウェーブリングストレッチレッスン
【カラダゆがみ測定＋保健師と管理栄養士に健診
結果も相談できる講座】
※保育あり

11月27日㈪午前10時～午後０時30分ごろ

保谷保健福祉総合センター
※11時から保健師・栄養士による保健・栄養
相談とゆがみ測定（希望者）

市内在住の18～49歳の方
25人程度

11月20日㈪までに電話・Eメール（記入例A）
mkenkou@city.nishitokyo.lg.jp

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】

11月22日㈬午後１時30分～３時
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 前日までに電話

サンテ　ミニ栄養講座
【血圧が高めといわれたときに自分でできること】

11月15日㈬午前11時15分～午後０時25分
田無総合福祉センター 市内在住の方／10人程度 11月10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
に効果的な体操です】　
※初めての方にお勧めです。

11月14日㈫午前10時～11時30分
保谷保健福祉総合センター 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）

11月24日㈮午前10時～11時30分
田無総合福祉センター 11月22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】

11月15日㈬午前９時～10時30分
田無総合福祉センター 市内在住の方／各３人程度

11月10日㈮までに電話
11月17日㈮午後１時～４時
保谷保健福祉総合センター 11月14日㈫までに電話

女性のボディケア講座
腹筋・骨盤まわり編

11月16日㈭午前10時～11時
保谷保健福祉総合センター

市内在住で20～64歳の女性（産後６カ月以
上経過している方）／20人 前日までに電話

からだと心の健康相談
【保健師による面接相談】

11月15日㈬午後１時30分～３時30分
保谷保健福祉総合センター 市内在住の方／２人 11月10日㈮までに電話

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９コース：12月１日㈮・16日㈯
午前９時30分～午後０時30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）／30組
対象出産予定月：平成30年３・４月

はがき・Ｅメール（記入例B）
m fami-boshi@city.nishitokyo.lg.jp
申込期間（消印有効）：11月３日㈷～17日㈮

出産準備クラス　まますぐ
【赤ちゃんのお世話（抱っこ・おむつ替え・着替え・
お風呂）の実習など】

11月14日㈫午前９時30分～11時45分
保谷保健福祉総合センター

市内在住のおおむね妊娠30～36週の初妊
婦（パートナーの方も参加可）／12人 11月９日㈭までに電話

 電 話 相 談
医療相談（西東京市医師会） 
火曜日　午後１時30分～２時30分
11月  ７日 皮膚科・形成外科　14日 循環器内科 

21日 小児科　　　　　　28日 耳鼻咽喉科
p042−438−１１00

歯科相談（西東京市歯科医師会）
金曜日　午後０時30分～１時30分　※３日㈷を除く

p042−466−2033

※専門の医師が相談に応じます。

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

３日
保谷厚生病院
栄町１−17−18
p042−424−6640

なかやま内科循環器クリニック
向台町１−19−14
ノーブルハイツ向台１階
p042−450−7710

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

５日
西東京中央総合病院
芝久保町２−４−19
p042−464−1511
※小児科は午後５時まで

藤原医院
ひばりが丘北４−８−４
p042−421−6168

12日
田無病院
緑町３−６−１
p042−461−2682

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。

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

３日

大槻歯科医院
北町１−４−２
p042−422−6488

５日
ウエダ歯科
柳沢２−３−13−105
p042−466−5454

二木歯科医院
田無町６−７−６
p042−461−8290

12日
鎌田歯科
ひばりが丘北３−２−６
p042−423−2526

記入例
【はがき宛先】
〒202−8555
市役所健康課
※往復はがきの返
信用には、住所・氏
名を記入

■喉頭がん検診 締切間近！
□検診期間　11月30日㈭まで

c喉頭内視鏡検査
d40歳以上の、特にたばこを吸う方
g600円
i11月17日㈮（消印有効）までに、●はが
き（記入例D）　 ● 窓口（保谷保健福祉総合
センター４階健康課・田無庁  
舎２階保険年金課）  ●市kから

◆健康課op042−438−4021

■成人歯科健康診査 締切間近！
　お口の健康は体の健康に直結します。
受診して健康管理にお役立てください。
□健診期間　11月30日㈭まで

c視診・歯周病検査・歯科相談
d18歳以上の方
i11月24日㈮（消印有効）までに、● はが
き（記入例D）　 ● 窓口（健康課・保険年

金課）　 ● 市kから（左記QRコード）
※受診券の発送には10日程度かかりま
すので、早めにお申し込みください。
※詳細は、健康事業ガイド・市kをご
覧ください。
◆健康課op042−438−4021

■母子健康手帳の交付
　医療機関で妊娠が確認されたら早めに
お越しください。
□交付・相談窓口　健康課（保谷保健福
祉総合センター４階）
□交付のみ　子育て支援課（田無庁舎１
階）・子ども家庭支援センター（住吉会館
ルピナス）・出張所
※なるべく保健師が常駐している健康課
へお越しください。紛失などのお問い合
わせは、下記へご連絡ください。
◆健康課op042−438−4037

※対象者の年齢は平成30年３月31日時点健 康 ガ イ ド

市の花
「コスモス」

骨量・血管年齢の測定会
a・b午前10時～正午、午後１時～４時
● 12月７日㈭・８日㈮・田無庁舎５階
●  11日㈪・12日㈫・保谷保健福祉総

合センター
c骨量・血管年齢・体脂肪・血圧の
測定と健康管理などの相談
d11月14日㈫時点で75歳未満の西
東京市国民健康保険加入者
※40～74歳の方は、平成29年度の特
定健診受診済みまたは予約済みである

こと（人間ドック可）
e各日90人（申込多数は抽選）
i11月14日㈫（消印有効）までに、往復は
がきで健診受診日・住所・氏名・生年月日・
電話番号・希望日時（第３希望まで）〒188
−8666市役所保険年金課「測定会」係へ
※郵送のみ受付。往復はがき１枚につ
き１人
□協力　東京都国民健康保険団体連合会
◆保険年金課np042−460−9821

「離乳食講習会」申込
①希望日
②住所
③保護者氏名
④子どもの氏名（ふりがな）
⑤子どもの生年月日
⑥第○子
⑦電話番号

C往復はがき・Eメール
「○○検診（健診）」申込

Dはがき

①氏名（ふりがな）
②性別
③住所
④生年月日
⑤電話番号

「ファミリー学級」申込
Bはがき・Eメール

①第９コース
② 夫婦の氏名（ふりがな）・生年

月日・年齢
③住所
④電話番号
⑤出産予定日・病院名
⑥パパの参加予定日
　（例）　両日、２日目のみ

「筋トレ＆ウェーブ
リングストレッチ」申込

AEメール

①氏名（ふりがな）
②住所
③生年月日
④電話番号
⑤ 保育希望者は子どもの 

名前・年齢
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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

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。

高齢者大学（単科講座） 動物園の世界（全２回）

　動物園の監修も手掛ける帝京科学大学
の並木美砂子教授による、国内外の動物
園の紹介、食を通して動物との関わりや
人間の生活を見直していくお話です。
a12月11・18日㈪午後２時～３時30分
※いずれかの参加も可
b田無総合福祉センター
d市内在住の60歳以上の方
e50人（申込多数は抽選）

i11月15日㈬（消印有効）までに、往復
はがきで住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・電話番号・
利用証（福祉会館・老人福祉センター）の
有無・希望日（１日のみ参加の場合）をj
の「高齢者大学動物園の世界」係へ
j社会福祉協議会〒202－0013中町１
－６－８・p042－438－3773
◆高齢者支援課o
　p042－438－4029

閉じこもり予防に はつらつサロン
　活動に参加することで仲間が増え、市
内のさまざまな活動の情報を知り、体験
することができます。
　「最近外出していない」「どこに出掛け
ればいいか分からない」「誰かと話がした
い」などの希望に沿える場所です。見学
もできますので、お気軽にお問い合わせ
ください。
a・b下表参照
● 午前： ９時15分～11時30分
● 午後：１時30分～ ３時45分

cおしゃべり・脳トレ・趣味活動・簡
単な体操・バス外出など

d外出機会の少ない市内在住の65歳以
上の方（介護保険の認定者を除く）
e各館10人
□期間　１年間
i・j社会福祉協議会
　p042－438－3777
◆高齢者支援課o
　p042－438－4029

v

p042－465－0823
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

中  央  

◦ おはなしおばさんのおはなし会　  
５日㈰午前11時

◦ にこにこおはなし会　２・16日㈭午前
11時／１～２歳児と保護者

◦ サンサンおはなし会　  
19日㈰午前11時／３歳児から

◦ こころがあたたかくなる紙芝居　  
18日㈯午前11時／３歳児から

◦ おはなし会　  
毎週㈭午後３時30分／３歳児から

p042－421－3060
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

 保谷駅前

◦ ちいさなおはなしひろば　10・24日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなしひろば　  
10日㈮午後３時30分／３歳児から

◦ 秋のおはなしひろばスペシャル　  
24日㈮午後３時30分／３歳児から

◦ おはなしのへや　４・18日㈯午後３時
30分／５歳児～小学３年生

p042－465－9825
火～日　午前10時～午後６時

芝久保

◦ ちびっこおはなし会　  
８日㈬午前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなし会　  
２・９・16日㈭午後４時／３歳児から

p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時

谷  戸 

◦�ちびっこおはなし会　１・15日㈬　午
前11時／１～２歳児と保護者

◦ おはなし会　  
８・22日㈬　午後３時30分／３歳児から

ようこそ としょかんへようこそ としょかんへ 11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

p042－464－8240
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

柳  沢

◦ ちいさなおはなしひろば　３・10日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者

◦ わくわくドキドキ紙芝居　  
11日㈯午前11時

◦ おはなしひろば　  
毎週㈬午後３時30分／３歳児から

p042－424－0264
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

 ひばりが丘  

◦ ちいさなおはなしひろば　  
３・10・24日㈮午前11時／１～２歳児
と保護者

◦ おはなしひろばサタデー　  
11日㈯午前11時／３歳児から

◦ おはなしひろば　  
１・15日㈬午後４時／３歳児から

児童館・児童センターとの共催行事
◦ はじめてのページ　  

２日㈭午前11時／下保谷児童センター
◦ 新町おはなしひろば　  

15日㈬午後３時30分／新町児童館／３
歳児から

６日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪

休館日

※中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書
館は、17日㈮休館
※芝久保・谷戸図書館は、３・23日㈷休館

キッズルーム 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。

ピアカウンセリング
　相談員の実体験を基に、同じ立場から
相談を受けます。
a11月14日㈫ ● 午前９時15分～10時
● 10時30分～11時15分
b障害者総合支援センターフレンドリー

d小・中学生の障害児の保護者
e各回１人
i電話・ファクスで下記へ
◆相談支援センターp042－452－0075
　l042－452－0076

ファミリー・サポート・センター
ファミリー会員登録説明会

　地域の中で子どもを預けたい方（ファ
ミリー会員）と預かる方（サポート会員）
同士の相互援助活動です。ファミリー会
員に登録希望の方は出席してください。
a・b午前10時～正午
● 11月７日㈫・田無総合福祉センター
●  11月25日㈯・防災センター
e各20人　※保育あり：各10人（申込順）

h保護者の顔写真（縦３㎝×横2.5㎝）１枚・
認め印・82円切手１枚（会員証郵送用）・
ボールペン
i各回前日の午後５時までに電話でjへ
jファミリー・サポート・センター事
務局p042－438－4121
◆子ども家庭支援センター
　p042－425－3303

　これまでに認定したサービス・ものづ
くり部門の店主が講師となり、その技術
や知識、商品の魅力をお伝えします。

b西東京いこいの森公
園（市民まつり会場内）
i11月９日㈭までに
電話でjへ
j西東京商工会p042－461－4573
◆産業振興課op042－438－4041

日時 内容 定員 講師店舗

11月11日㈯
午前11時～正午

ミニ畳作り
（和紙の畳表を使用。花瓶置き・
小物飾りなどにおすすめ）
d小学４年生以上

（４年生未満は親子一組で）
各

10人

タタミショップ
新幸

午後１時30分～
　　２時30分

老眼鏡の賢い選び方
d40歳以上 マイスターメガネ

西東京市一店逸品事業 逸品ゼミナール 参加者募集
市では、西東京商工会と協力して、モノやサービ
スなど個店独自の「逸品」を確立し、入りたくなる
店づくりへとつなげる事業を展開しています。

　お笑い・ダンス・寸劇・コーラスな
どさまざまなジャンルのパフォーマー
を募集します。中学・高校生年代の皆
さん、大きな舞台でパフォーマンスを
披露してみませんか。
※イベント名は変更の可能性あり

a・b２月３日㈯午後２時30分～４
時30分（予定）・西東京市民会館
□リハーサル　１月19日㈮・20日㈯
d市内または近隣中学・高校の生徒、
市内在住・在勤の高校生年代の個人・
団体
※詳細はjへお問い合わせください。
i11月１日㈬～22日㈬に、電話・E
メールで件名「中高生イベントプロジェ

クト出演希望」・代表者氏名（学校名・
学年）・電話番号・パフォーマンスの
ジャンルや内容をjへ
※出演時間は１演目当たり約10分。
応募状況・内容によっては出演希望に
沿えない場合があります。
j中町児童館p042－422－8800・
m jidoukan@city.nishitokyo.lg.jp
◆児童青少年課np042－460－9843

中学・高校生年代イベントプロジェクト

パフォーマンス翔！ 笑？！SHOW!!!
出演者
募集

会場 日時
住吉老人福祉センター ㈪午前
ひばりが丘福祉会館 ㈪午後
下保谷福祉会館 ㈭午前

会場 日時
老人福祉センター ㈭午後
新町福祉会館 ㈮午前
富士町福祉会館 ㈮午後

多文化体験 with Kids　いろんな国の音で遊ぼう♪
　親子で楽しくいろいろな国の文化を体
験します。
a11月23日㈷午前10時30分～正午
bイングビル
c楽器演奏・絵本・工作など（予定）
d０歳児～小学校低学年の親子
e10組（申込多数は抽選）
g２歳児以上１人当たり100円（材料費）

i11月13日㈪までに、Eメールで親子の
氏名・子どもの年齢・電話番号をjへ
j多文化共生センターp042－461－
0381・mwithkids@nimic.jp
◆文化振興課o
　p042－438－4040
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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

　大気中の二酸化窒素を測定しながら、
大気汚染問題について学習します。測
定に使用するカプセルも作ります。
◆環境保全課p042－438－4042

c西東京花の会との協働による①花
壇植え替え（雨天中止）・寄せ植え教室
②アロマ教室など

※詳細は、jのkをご確認ください。
g①1,500円（寄せ植えのみ）　②1,000円
i・j西東京いこいの森公園パークセ
ンターp042－467－2391
◆みどり公園課p042－438－4045

　親子同士はだしでスキンシップを取
りながら体力向上などを目指します。
d・e①２～３歳児　②４～６歳児・
各30組（申込順）
※未就学児１人につき保護者１～２人
g・h500円・飲み物・タオル
i11月２日㈭から、スポーツセン
ター・きらっと・総合体育館の窓口へ
参加費を持参
jスポーツセンターp042－425－0505
◆スポーツ振興課op042－438－4081

　測定結果を基に体づくりのアドバイ
スをします。今後の健康・体力づくり、
生活習慣を見直しましょう！
d・e50歳以上の普段運動をしない方、
体力に自信のない方・30人（申込順）
i11月４日㈯から、スポーツセン
ター・きらっと・総合体育館へ直接ま
たは電話
jきらっとp042－451－0555
◆スポーツ振興課op042－438－4081

　秋のひととき、朗読で語られるさま
ざまな世界に耳を傾けてみませんか。

「芝居」や「歌」もあります。
11月18日㈯　 ● 午後１時　特別企画
● ２時　語りの会イーハトーブ
● ３時30分　劇団ことのみ 朗読部
19日㈰　 ● １時　朗読の会たまゆら
● ３時　青年俳優座プロデュース
25日㈯　 ● １時　ぐるーぷ「楯岡組」
● ３時　アオの企画 青山憲さん（有料）
26日㈰　 ● ２時　賢治の会　（有料）
※詳細はjへお問い合わせください。
j西東京市民会館p042－463－5381
◆文化振興課op042－438－4040

二酸化窒素簡易測定の体験講座
11月６日㈪ 午前９時30分
エコプラザ西東京　※当日、直接会場へ

いこいの森 ガーデニングDAY
①11月16日㈭　②19日㈰
午前10時～午後３時30分
西東京いこいの森公園

パパ・ママとがんばる！
おやこ体操教室
11月18日㈯ ①午前９時30分～10
時30分　②10時45分～11時45分
きらっと

第３回 健康セミナー 体力測定を
して自分の体力を知ろう
11月18日㈯ 午後１時～２時30分
きらっと

第８回 朗読フェスティバル 
in 西東京市民会館
11月18日～26日の㈯・㈰
西東京市民会館　※当日、直接会場へ

c衣類・食器・雑貨・かばん・DVD・
CD・おもちゃなどの再利用可能な不
用品を無料で譲り合うリユース活動
※当日１人５点まで受け取り可（別途
リユース本も１人５点まで）
※営利目的の利用は不可
□リユース品の受付・検品
a11月25日㈯午前10時～午後１時
d市内在住・在勤・在学の方（１人10点まで）
※修理が必要な物やリユース品として
適当ではないと判断した物は不可
jエコプラザ西東京
　p042－421－8585
◆環境保全課p042－438－4042

　都内の下水道施設を見学して環境保
全の将来の姿を考えます。
□行程　多摩川上流水再生センター→
昭和記念公園→玉川上水→小平市ふれ
あい下水道館
d・e市内在住・在勤・在学の18歳
以上の方・15人（申込順）
g410円（入園料）
h筆記用具・昼食（または実費）・雨具
i11月５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

c『ひがん・じゃらく』（三浦哲郎作）・
『あるおかあさんの話』（アンデルセン
作）ほか

e60人（先着順）
□公演　田無朗読ボランティアの会
◆柳沢図書館p042－464－8240

第８回 リユース祭り
11月26日㈰ 午前10時～午後２時
エコプラザ西東京

多摩エコライフ探訪
下水道の流れを追うバスツアー

12月１日㈮ 
午前８時30分～午後３時30分
集合：保谷庁舎前（８時30分）または
田無庁舎１階玄関前（８時45分）

第21回 大人のための朗読会
12月２日㈯ 午後２時～３時30分

（１時40分開場）
田無公民館　※当日、直接会場へ

　絶対に外せない！これだけは知って
おきたい、飲食店経営の基本。
c飲食店サポートの専門家による「お
客を呼び込む売れる業態」「利益が出る
仕組み」の作り方など

d・e市内で創業を目指している方、
創業後間もない方・30人（申込順）
i11月15日㈬までに、電話でjへ
j創業支援センターTAMA（事務局：
多摩信用金庫）p042－526－7766
◆産業振興課op042－438－4041

cマザコン将軍徳川綱吉～松の廊下
刃傷の原因新説～
e50人（先着順）
f吉田豊さん（古文書研究家）
◆中央図書館p042－465－0823

　快適なまちづくりのため、川と水を
テーマに水辺の復活を図り、緑を育て、
豊かな環境を残すために、何をすれば
よいか、一緒に考えてみませんか。パ
ネル展示も同時開催。
e70人（先着順） 
f山田正さん（中央大学教授） 
パネリスト：小野崎敏さん（足尾歴史館
副理事長）・岡崎一成さん（白子川源流・
水辺の会）・柴公倫さん（環境サポーター・
はちどりの会代表） 
jMeC西東京　末光p042－464－ 
2558
◆協働コミュニティ課o
　p042－438－4046 
◆環境保全課p042－438－4042

c『金の毛が三本ある悪魔』（グリム作）
『貧乏神と福の神』（松谷みよ子作）ほか

e50人（先着順）
※未就学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

　障害のある方が困っているときに
ちょっとした手助けをする障害者サ
ポーターの養成講座を開催します。
cヘルプカード・ヘルプマークとはなど

※参加者にはサポートバンダナ・キー
ホルダーを贈呈
i前日までに電話でjへ
j（福）さくらの園・カノン
　p042－452－7062
◆障害福祉課op042－438－4033

創業支援セミナー
11月18日㈯ 午後２時～５時
イングビル

図書館縁
ゆかり

講演会
11月23日㈷ 午前10時30分～午後
０時30分（受付：10時10分）
田無公民館　※当日、直接会場へ

NPO等企画提案事業 
川と水の講演会とシンポジウム
11月23日㈷ 
午後１時30分～４時30分（１時開場）
コール田無　※当日、直接会場へ

耳から昔話を楽しむ
～大人のためのおはなし会～
11月23日㈷ 午後２時～４時
柳沢公民館　※当日、直接会場へ

障害者サポーター養成講座
11月25日㈯ 午後３時30分～４時20分
田無公民館

　伝統技術を持つ伊勢型紙職人による
講座です。額縁に入る小さな作品作り
に挑戦してみませんか。
d小学３年生以上
e20人（申込順）
g300円
i11月８日㈬午前10時
30分から電話でjへ
j郷土資料室p042－467－1183
※午前10時～午後５時（㈪・㈫休み）
◆社会教育課op042－438－4079

□曲目　くるみ割り人形より（花のワル
ツ・トレパーク・葦笛の踊り）、きよ
しこの夜（予定）
d・e３歳児以上・100人
i当日午前９時から、議会事務局に
て整理券を配布（先着順）
◆議会事務局np042－460－9860

昨年の様子

　人の行動や考えは自分の捉え方に大
きく関係し、捉え方を広げることで認
識も広げることができます。仕事や生
活の変化につなげるヒントにしませんか。
e30人　※保育あり：６カ月以上の
未就学児・15人（申込順）
f森津太子さん（放送大学教授）
i11月１日㈬午前９時から電話・E
メールで件名「心理学入門」・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

郷土資料室企画事業 
伊勢型紙で小さな作品を作ろう！
12月３日㈰ 午後１時30分～４時30分
郷土資料室

伊勢型紙

第６回 議場コンサート
フルートアンサンブル
12月４日㈪ 午前10時（45分程度）
田無庁舎３階　

あなたの人生を豊かにするための
心理学入門 仕事や家庭に役立つヒント

12月９日㈯ 
午前10時30分～午後０時30分
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。

「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。



どうしたらよいか分からない。
そんな時は…

「西東京市からのお知らせ」
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❶午後0時45分〜1時㈪〜㈰
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音声版「声の広報」も作成しています

「広報西東京」をデイジー版・CD版でお聞きに
なれます。 詳細は、 谷戸図書館p042ー421ー
4545へお問い合わせください。
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　伝説の生物や勇者の星座が多く登
場する秋の夜空は壮大なギリシャ神
話の舞台になり、私たちの想像力を
刺激します。伝説の天馬「ペガスス
座」、英雄「ペルセウス座」のような
星座たちは約5,000年前のメソポタ
ミア地方（今のイラン・イラク周辺）
に起源を持ち、その後ギリシャ神話
と結びついたといわれています。
　5,000年前の日本は縄文時代で、
本市でも人々が暮らした痕跡が「下
野谷遺跡」に残されています。街明
かりのない当時は天気が良ければ毎

星を眺めた縄文人？
ロクト・サイエンス・

コラム�

多摩六都科学館ナビ
全編生解説プラネタリウム　５千年前にタイムスリップ！
縄文人が見た『したのやムラ』の星空

　東伏見にある「下
した
野
の
谷
や
遺跡」には、か

つてたくさんの人が暮らしていました。
　大きなドームによみがえる5,000年
前の「したのやムラ」で、縄文人が見た
星空を眺めます。（約45分間）
a12月22日㈮まで　㈬・㈯・㈰・㈷と
12月中は午後１時10分と３時50分
そのほか平日は３時50分
e234人（小学２年生以下は保護者同伴）
g観覧付入館券：1,000円（４歳～高

校生400円）
i当日、開館時よ
りインフォメーショ
ンで観覧券を販売
（先着順）
b・j多摩六都科学館
p042－469－6100
11月の展示室開館時間：午前９時30
分～午後５時（入館は４時まで）
休館日：月曜日、11月24日㈮

夜満天の星が見え、縄文人も星を頼
りに各地へ移動し交易を広げた可能
性もあります。残念ながら縄文人が
星を結んだ確実な証拠はありません
が、文様のある土器を作った彼らに
も星座をつくる想像力があったはず
です。そしてそれが現代の我々に伝
わっているのかも…そんな想像もし
ながら星を眺めると、
夜空の楽しみ方が広
がると思いませんか。

□パネル展示
場所 日時

田無庁舎	 ２階　展示スペース 11月	６日㈪～10日㈮
フレンドリー	 １階　ロビー 　　	13日㈪～18日㈯
保谷庁舎	 １階　展示スペース 　　	20日㈪～24日㈮
住吉会館ルピナス	 １階　交流スペース 　　	27日㈪～12月１日㈮

11月は

知っていますか？身近にある農薬や環境化学物資
～次世代の命と健康を守るために～

　農薬の規制は各国で議論されています
が、日本が使用しているもので他国では
禁止されているものもあります。農薬の
影響による多様な生き物の減少が叫ばれ
ている中、子どもやさらにその先々の世
代の健康を守るため、今回の学習会を考
えるきっかけにしてみませんか。
a11月25日㈯午後１時30分～３時
30分（１時開場）
b住吉会館ルピナス
※当日、直接会場へ
e60人（先着順）
□保育
d・e６カ月以上の未就学児・４人（申込順）
iファクス・Eメールで件名「消費生
活展学習会」・住所・氏名・子どもの
年齢・電話番号を右記へ

□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
－ 2 0 2 1・mk y o u d o u@ c i t y .
nishitokyo.lg.jp

子ども家庭支援センターのどか
p042－439－0081
a㈪～㈯午前９時～午後４時
※㈯は正午～１時を除く

児童虐待に関する相談窓口

児童相談所全国共通ダイヤル
p189番　a24時間

児童虐待に関する相談ダイヤル

障害福祉課o
p042－438－4034
a平日午前８時30分～午後５時

障害者虐待に関する相談窓口

西東京市役所
p042－464－1311（代表）

高齢者・障害者虐待に関する
夜間・休日の緊急時

児童虐待防止推進月間児童虐待防止推進月間
～児童・高齢者・障害者虐待防止キャンペーン～～児童・高齢者・障害者虐待防止キャンペーン～

　ハンサムMamaプロジェクトでは、
理想の働き方の実現にチャレンジする
女性を応援します。
　この講座では、カラーコーディネート
が対人関係に及ぼす影響について学び
ながら、仕事をよりスムーズに行うため
の基礎力を高めていきます。これから就
職を目指す方、復職に向けてスキルアッ
プしたい方、ビジネスマナーの基礎知識
を身に付けたい方におすすめです。

a11月30日㈭午前10時～正午
b谷戸公民館
e25人
□保育サービス
d・e６カ月以上４歳未満の子ども・８人
g子ども１人につき300円
※詳細は、専用kをご覧ください。

◆産業振興課op042－438－4041

西東京市女性の働き方サポート推進事業

　　  コミュニケーション力UP！
カラーコーディネートとビジネスマナー

保育付！

センター名 電話番号
栄町地域包括支援センター 042－438－7090
富士町地域包括支援センター 042－451－1203
泉町地域包括支援センター 042－424－1200
田無町地域包括支援センター 042－467－8850
緑町地域包括支援センター 042－461－7081
西原町地域包括支援センター 042－451－8844
向台町地域包括支援センター 042－468－2340
新町地域包括支援センター 042－462－1695

担当地区の地域包括支援センター※
a㈪～㈯午前９時～午後６時

高齢者虐待に関する相談窓口
高齢者支援課op042－438－4029
a平日午前８時30分～午後５時

※地域包括支援センターとは
　地域で暮らす高齢者の皆
さんを、介護・福祉・健康・
医療などさまざまな面から
総合的に支えます。いつま
でも住み慣れた地域で生活
できるように、ぜひ地域包
括支援センターをご利用く
ださい。

a12月３日㈰午前９時ごろ～正午
bエコプラザ西東京
□出店資格　成人で市内在住の個人・
団体（業としている方を除く）
□募集区画数　43区画(１区画約3.5㎡)
※出店場所の選択は不可
i11月10日㈮（消印有効）までに、往
復はがきで参加者全員の氏

ふり
名
がな
・代表者

の住所・年齢・電話番号、出店物（衣類・
雑貨など）を下記へ（１世帯１通。申込
多数は抽選）
※飲食物・動植物などの販売は不可
◆ごみ減量推進課
　〒202－0011泉町３－12－35
　p042－438－4043

「りさいくる市」フリーマーケット出店者募集

　日常生活に密着した食・健康・
ごみ問題などをテーマに、パネル
展示や体験プチイベントで役立つ
知識を分かりやすく紹介します。
a11月20日㈪～22日㈬午前10
時～午後５時（最終日は4時まで）
bアスタセンターコート 下野谷遺跡公園k

ハンサムママ 検索

第17回 消費生活展
出張パネル展示
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