
凡例6

平成30年２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

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　� �
４日㈰午前11時
◦�にこにこおはなし会　15日㈭午前11時
／１～２歳児と保護者
◦�サンサンおはなし会　� �
18日㈰午前11時／３歳児から

◦�おはなし会　８・15・22日㈭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　９・23日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなしひろば　� �
９・23日㈮午後３時30分／３歳児から

◦�おはなしのへや　10・24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　� �
14日㈬午前11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなし会　１・８・15・22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　７・21日㈬　午
前11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなし会　� �
14・28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 2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　２・９日㈮午
前11時／１～２歳児と保護者
◦�わくわくドキドキ紙芝居　� �
10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　２・９・23
日㈮午前11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなしひろばサタデー　� �
３日㈯午前11時／３歳児から

◦�おはなしひろば　� �
７・21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　� �
１日㈭午前11時／下保谷児童センター
◦�新町おはなしひろば　21日㈬午後３時
30分／新町児童館／３歳児から

５日㈪・13日㈫・19日㈪・26日㈪

休館日

※中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書
館は、16日㈮休館
※芝久保・谷戸図書館は、12日㉁休館
※中央・保谷駅前は２月１日㈭特別整理休館

下水道モニター募集

cアンケートの回答・施設見学会参加など

d都内在住の20歳以上（平成30年４月
１日現在）で、kの閲覧とEメールの送
受信ができる方（公務員、島しょ在住者、
過去にモニターを経験した方を除く）
e1,000人程度（申込多数は選考）
□任期　４月１日から１年間
□謝礼　回答数に応じて図書カード贈呈
i２月28日㈬まで

※詳細は、jのkをご覧ください。
j東京都下水道局p03－5320－6693

東京都 消費生活調査員 募集

c次のいずれかの調査と、消費生活に
関する情報提供
Ａ�食品の表示状況の店舗調査（５回）
Ｂ�商品･サービスの表示･広告の調査（３回）
Ｃ�生鮮食品など15点の内容量調査（６回）
d・e都内在住の20歳以上（平成30年
４月１日現在）の方・500人
□任期　委嘱の日～平成31年３月31日
□謝礼　調査１回3,000円ほか

i２月20日㈫（消印有効）までに、電子申
請（k東京くらしWEB）または郵送で、住
所・氏

ふりがな

名・年齢・職業・電話番号・希望区
分（順位付きで複数記載可）・応募動機（300
～400字程度）・情報の入手先をjへ
j東京都生活文化局消費生活部〒163
－8001・p03－5388－3076

西東京創業支援・
経営革新相談センターの催し

□西東京創業カフェ
a２月９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）

□空き店舗見学会
a２月９日㈮・17日㈯午後２時～３時
b集合：イングビル
c空き店舗見学、賃貸契約の注意点など

d・e創業を目指す方で、特にテナント
での開業を考えている方・10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

ハーモニー♪講座

a２月10日㈯午前10時～正午
b障害者総合支援センターフレンドリー
c幸せになるためのアンガーマネジメ
ント～皆に役立つ怒りのコントロール～
e70人（先着順）
d市民・当事者・家族・支援機関の方
j地域活動支援センターハーモニー
　p042－452－2773

福祉のしごと相談・面接会

a２月９日㈮午後１時30分～４時（受
付：３時30分まで）
※開始30分、事業所のPRあり
b田無庁舎２階
j社会福祉協議会p042－438－3774

市民公開講座

c�・a ●はじめまして形成外科です。・
２月３日㈯午後２時～３時

●�大腸がんで手遅れにならないために・
14日㈬午後３時～４時
b佐々総合病院（j広報室）
　p042－461－1535

c心不全～息が苦しいのは心不全かも～
a２月10日㈯午後２時～３時
b西東京中央総合病院（j総務課）
　p042－464－1511

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

　簡単な絵本から始めて楽しく英語が
読めるようになる、多読を体験してみ
ませんか。
d英語に興味のある方（親子参加可）
e30人（申込順）
f酒井邦秀さん（NPO多言語多読�理事長）
i２月２日㈮午前10時から　開館時間
中に、電話・Ｅメールまたは直接下記へ
◆ひばりが丘図書館p042－424－
0264・m l i b - uke t suke@c i t y .
nishitokyo.lg.jp�

　親や障害者としての相談員の実体験
を基に、同じ立場から相談を受けます。
d・e①就学前～中学生の障害児の保
護者・各回１人　
②聴覚障害児の保護者・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

英語多読☆はじめのいっぽ
〜絵本から洋書へ〜
２月10日㈯�午後２時～４時
ひばりが丘図書館

ピアカウンセリング
①２月13日㈫�
●午前９時15分～10時　
●10時30分～11時15分
②14日㈬�10時～11時30分
※時間は相談に応じて調整します。
障害者総合支援センターフレンドリー

　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）
i２月４日㈰から、スポーツセンター・
総合体育館・きらっとへ直接または電話
jきらっとp042－451－0555
◆スポーツ振興課o
　p042－438－4081

　パレスチナやイラクなど紛争地の取
材を通じて感じたこと、そこから考え
る平和への道についてお話しします。
この機会に平和の大切さを考えてみま
せんか。
※講演前に「忘れてはいけない記憶～
西東京市にもあった戦争～」を上映
e80人（先着順）
f志葉玲さん（ジャーナリスト）
□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o
　p042－438－4046

健康セミナー　体力測定をして
自分の体力を知ろう
２月17日㈯�午後１時～２時30分
きらっと

非核・平和学習会�講演会「パレスチ
ナ�現場から考える平和への道」
２月17日㈯�午後１時30分（１時開場）
西東京市民会館　※当日、直接会場へ

イベント�NEWS もっと知ろう！�楽しもう！

　東京都39市町村の住民が会費を出
し合い、交通事故に遭った時に見舞金
を受けられる助け合いの制度です。
※市では公費加入を実施していません。
□共済期間　４月１日～翌年３月31日
□加入コース　選べる２コース制
Ａコース：会費年額1,000円で最高
300万円の見舞金
Ｂコース：会費年額500円で最高150
万円の見舞金
※平成30年度より、見舞金が一部増額
※どちらのコースも、会員が交通災害
で死亡した時に、中学生以下の子ども
がいる場合、年額12万円の交通遺児
年金が支給されます。
d市に住民登録がある方
□加入申込書付パンフレット
市報本号と同時配布。市内の各金融機

関窓口（郵便局を除
く）でも配布
i会費を添えて、
指定金融機関窓口
（田無庁舎２階）・
公金取扱窓口
（保谷庁舎１階）・
市内の各金融機関
窓口（郵便局を除く）・出張所へ
❖出張受付
a３月３日㈯午前10時～午後４時
bアスタセンターコート
※詳細は、東京市町村総合事務組合k
をご覧になるか、下記へお
問い合わせください。
◆協働コミュニティ課o
　p042－438－4046

等級 交通災害の程度 Ａコース Ｂコース
１ 死亡（交通災害を受けた日から１年以内） 300万円 150万円
２ 重度の後遺障害（交通災害を受けた日から１年以内） 200万円 100万円
３ 入院日数30日以上の傷害 34万円 17万円
４ 入院日数10日以上30日未満または実治療日数30日以上の傷害 14万円 ７万円
５ 実治療日数10日以上30日未満の傷害 ８万円 ４万円
６ 実治療日数10日未満の傷害 ４万円 ２万円

□見舞金給付額

 交通災害共済「ちょこっと共済」に加入を！
２月１日㈭から予約受付開始

みんなで一緒に
ちょこっとサイズのたしかな安心

ちょこ助


