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平成30年３月15日号

≪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

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。

　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。
jNPO法人西東京市体育協会p042－425－7055
◆スポーツ振興課op042－438－4081

平成30年度前期（４～９月） スポーツ教室

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

ひばり
アム １回300円 大金

p042－425－6875

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２～４㈬
午後７時～８時30分

総合
体育館

１回500円
（中学生以下
300円）

宗形
p080－3427－5622

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 岩田
p042－421－2907

躰道

第１・２㈬
子ども：�午後６時～

７時30分
一　般：�午後７時～

９時

きらっと 無料体験
２回まで

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 ひばり

アム
１回300円 杉谷

p042－467－7056
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

月2,500円
（18歳未満
1,000円）
無料体験
２回まで

※入会金
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・３㈫
正午～午後３時

ひばり
アム 無料 大西

p042－461－9084

空手道
初心者

第３・４㈬
午後６時～８時45分 武道場

保険代1,850円
（中学生以下
800円）のみ

村上
p080－5174－3412

※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。

□屋外会場（雨天中止　※各会場とも開始15分前に決定）　※車での来場はご遠慮ください。
実施日 実施時間 会場

４月10日㈫
午前９～10時 下保谷ポンプ場（下保谷２－６－15）
午前11時～正午 消防団第12分団�広場（柳沢２－７－４）
午後２～３時 文理台公園�南側入り口

11日㈬
午前９～10時 西原総合教育施設
午前11時～午後０時30分 西東京いこいの森公園�駐車場
午後２～３時 市役所田無庁舎�市民広場

□動物病院会場
a４月１日㈰～30日㈪　※診療時間・臨時休診などは、事前に電話でご確認ください。

病院名 住所 電話番号 休診
赤ひげ動物病院 下保谷3－7－1 042－424－4649 ㈭・㈷・第3㈬
あづま動物病院 泉町3－3－3 042－438－2361 ㈰の午後／㈬・㈷
エルザ動物
小鳥の病院 南町6－7－1 042－464－8299 ㈬・㈰・㈷の午後（㈰・㈷の午前は要予約）
ケン動物病院 保谷町3－9－5 042－463－0606 ㈭・㈷
酒井獣医科病院 東町5－8－20 042－423－1455 ㈯の午後／㈰・㈷
櫻井動物病院 保谷町1－11－20 042－461－6858 ㈰・㈷
中川動物病院 新町5－16－29 0422－53－5866 なし
野村動物病院 南町4－11－10 042－460－7667 ㈰の午後／㈷
ひとみ動物病院 田無町5－4－11　1階 042－452－7460 ㈬
ひばりヶ丘
動物病院 谷戸町3－22－12 042－422－4111 ㈯の午後／㈰・㈷

ひらの動物病院 富士町4－1－8　1階 042－452－3084 ㈷の午後／㈭
松川動物病院 芝久保町3－19－54 042－463－4537 ㈰・㈷
本橋動物病院 栄町2－9－27 042－421－5449 ㈰・㈷
もりと動物病院 北原町2－8－12 042－461－1610 ㈰・㈷の午後／㈫
いそべ動物病院 東久留米市中央町4－8－10 042－471－0031 ㈯・㈰・㈷の午後／㈪
かざま動物病院 東久留米市中央町2－6－50 042－453－8111 ㈬
くるめ動物病院 東久留米市八幡町3－3－12 042－477－3443 なし
田中動物病院 東久留米市東本町4－9 042－474－0533 ㈰の午後／㈭・㈷
山村獣医科 東久留米市中央町1－3－1 042－471－6306 ㈰・㈷の午後／㈬
まこと動物病院 小平市花小金井6－26－20 042－461－8876 ㈰・㈷の午後／㈭

　生後91日以上の飼い犬は、年に１回の
狂犬病予防注射が義務付けられています。
　下記のとおり、屋外会場と動物病院会
場で実施します（集合注射実施期間中は、
各会場で注射済票も交付）。
g3,650円（注射3,100円＋注射済票550円）
※お釣りのないようご協力ください。
□飼い犬の登録を済ませている方
郵送された注射済票交付申請書（オレン
ジ色の用紙）の裏面（問診票）に必要事項
を明記し、会場へお持ちください。
□未登録の方（生後91日以上の犬の飼い主）
新規登録の手続きも併せて行ってくださ

い（屋外会場も可）。
g3,000円（登録手数料）
□下記会場以外で予防
注射を接種した方
注射済票の交付を受け
てください。
b環境保全課（エコプ
ラザ西東京）・市民課（田無庁舎２階・保
谷庁舎１階）・出張所
g550（交付手数料）
h病院発行の狂犬病予防注射済証明書
◆環境保全課
　p042－438－4042

狂犬病予防集合注射

　「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。


