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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎  o保谷庁舎

広報

平成32年春採用
自衛隊一般曹候補生募集

　陸・海・空一般曹候補生を募集します。
d18歳以上33歳未満の男女
□試験　１次：５月25日㈯
　　　　２次：６月26日㈬～７月１日㈪
iいずれも３月１日㈮～５月15日㈬
j自衛隊西東京地域事務所
　p042－463－1981

多摩六都フェア
多摩六都高校生写真展

　圏域（小平・東村山・清瀬・東久留米・
西東京市）を中心とした近隣高校の写真
部などによる合同写真展です。高校生
の感性あふれる作品をご鑑賞ください。
a３月21日㈷～24日㈰
午前９時～午後５時（初日は２時から、
最終日は３時まで）
b清瀬市郷土博物館
j清瀬市教育委員会生涯学習スポー
ツ課p042－495－7001

相続・遺言・空き家対策
相談会＆セミナー

　相続・遺言・空き家対策について、
個別相談会・セミナーを開催します。
a３月23日㈯
● セミナー：午後１時～２時50分
● 個別相談会：３時～４時
b田無庁舎２階
j東京都行政書士会
　p03－3477－2881

国際ソロプチミスト東京－西
認証30周年記念式典

　国際ソロプチミストは国際的な女性
の奉仕団体で、今年で認証30周年を
迎えます。
a３月24日㈰午後１時30分～４時
30分

b保谷こもれびホール
c記念式典・活動報告・ミニコンサート
j同実行委員会
　p042－462－6692

みんなのパソコン教室（４月）

無料体験　４日㈭午後１時～４時
i往復はがきで住所・氏名・電話番
号をjへ
※その他講座はパンフレットをご請求
ください
b・jシルバー人材センター〒202－
0021東伏見６－１－36・p042－
425－6611

地域福祉活動助成団体募集

　地域福祉活動を行っている、または
始めようとしているグループや施設、
民間団体などに対して、平成31年度
の活動費を助成します。
□助成金額　上限15万円（１団体１事
業まで、総額60万円）
□助成期間　６月１日～翌年３月31日
□申請期間　４月３日㈬～19日㈮午後
５時（消印有効）
i  jの窓口またはkにある申請用紙
を郵送または持参
※詳細はお問い合わせください。
j西東京市社会福祉協議会
●  ３月29日まで：保谷東分庁舎・  
p042－438－3771

●  ４月１日から：田無総合福祉センター・
p042－497－5180

市民公開講座

a４月６日㈯午後２時30分～４時
b東村山市中央公民館
※当日、直接会場へ
c ● 糖尿病治療の新しい考え方　 ● リ
ハビリテーションとがん　 ● 実は増え
ている白血病・骨髄異形成症候群
j公立昭和病院p042－461－0052

お役立ちガイド ※iマークがないものは、当日、直接会場へ
他機関からのお知らせ

　地震による被害を減らすため、家
具類の転倒・落下・移動防止対策（固定、
落下防止措置）をしておきましょう。
□家具の転倒などによる主な被害
●  けが…地震時のけがの約３～５割

を占める
●  火災…ストーブなどへの家具類の

転倒、収容物（本棚の本など）の落
下が原因

●  避難障害…転倒した家具で扉や窓
などの逃げ道がふさがれてしまう
□�対策　 ● L字金具…壁と家具をね

じ留めで固定するため効果大
●  突っ張り棒（天井との間にポール

を突っ張る）…ねじ留めできない
場合に有効

●  出入り口付近や避難経路に家具を
置かない・置く向きを工夫する

　家具転倒対策器具はホームセン
ターなどで取り扱っています。正し
く設置して地震に備えましょう。
j西東京消防署p042－421－0119▲

危機管理室op042－438－4010

家具転倒防止対策で地震に備えよう！

突っ張り棒

Ｌ字金具

天井までの距離
が遠いと効果減

　保谷庁舎機能再配置に伴い事務室が移転となります。
 

▲

生活福祉課op042－438－4024
□西東京市シルバー人材センター
● 移転先：高齢者センター きらら
　p042－425－6611（旧）
　l042－425－6644（旧）
　p042－428－0787（新）
　l042－428－0817（新）

□西東京市社会福祉協議会
● 移転先：田無総合福祉センター
　p042－438－3774（旧）
　l042－438－3772（旧）
　p042－497－5061（新）
　l042－497－5062（新）

４月１日㈪から事務室移転

　１回の申し込みで３月まで継続利
用が可能です。週１～２回のご利用
で、健康づくりと介護予防につなが
ります。初めての方には利用の案内
を行いますので、安心してご利用い
ただけます。
□期間　４月～平成32年３月
a・b右表参照
cトレーニングマシンを使用した
筋力・柔軟性の維持・改善のセルフ
トレーニング
d在住の満60歳以上で、介護保険の
要介護認定を受けておらず心身とも
トレーニングの実施に支障がない方

iいずれかの会場で申込書を記入
（利用の可否は後日通知）
※平成30年度ご利用の方も更新手
続きが必要です。▲

高齢者支援課op042－438－4029
 平成31年３月１日時点

会場 実施曜日
住吉福祉会館 ㈫・㈮午前・㈭午後
下保谷福祉会館 ㈪午前・㈭午後

（田無総合福祉
センター内）
老人福祉センター

㈬午後
※午後１時30分
～４時

新町福祉会館 ㈪午後・㈬午前
※午前：午前９時30分～午後０時30分
　午後：１時～４時

トレーニングマシンで健康増進！

　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、屋外会場と動物病院会場
で注射済票も交付）。
※屋外会場は雨天の場合中止
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・市民課・出張所
g550円▲

環境保全課p042－438－4042

狂犬病予防集合注射のお知らせ

□屋外会場　
※雨天中止。各会場とも開始時刻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９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

10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 南町第四児童遊園

□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 p042－424－4649 ㈭・㈷・第３㈬
あづま動物病院 泉町３－３－３ p042－438－2361 ㈰の午後／㈬・㈷
エルザ動物小鳥の
病院 南町６－７－１ p042－464－8299

㈬・㈰・㈷の午後
（㈰・㈷の午前は
要予約）

ケン動物病院 保谷町３－９－５ p042－463－0606 ㈭・㈷
酒井獣医科病院 東町５－８－20 p042－423－1455 ㈯の午後／

㈰・㈷
櫻井動物病院 保谷町

１－11－20 p042－461－6858 ㈰・㈷
中川動物病院 新町５－16－29 p0422－53－5866 なし
野村動物病院 南町４－11－10 p042－460－7667 ㈰の午後／㈷
ひとみ動物病院 田無町

５－４－11 １階 p042－452－7460 ㈬

ひばりヶ丘動物病院 谷戸町
３－22－12 p042－422－4111 ㈯の午後／㈰・㈷

ひらの動物病院 富士町
４－１－８ １階 p042－452－3084 ㈷の午後／㈭

松川動物病院 芝久保町
３－19－54 p042－463－4537 ㈰・㈷

武蔵野の森動物病院 柳沢６－７－16 p042－460－3634 ㈰・㈷・㈭
本橋動物病院 栄町２－９－27 p042－421－5449 ㈰・㈷
もりと動物病院 北原町

２－８－12 p042－461－1610 ㈰・㈷の午後／㈫

いそべ動物病院 東久留米市中央町
４－８－10 p042－471－0031 ㈯・㈰・㈷の

午後／㈪
かざま動物病院 東久留米市中央町

２－６－50 p042－453－8111 ㈬

くるめ動物病院 東久留米市八幡町
３－３－12 p042－477－3443 なし

田中動物病院 東久留米市東本町
４－９ p042－474－0533 ㈰の午後／㈭・㈷

山村獣医科 東久留米市中央町
１－３－１ p042－471－6306 ㈰・㈷の午後／㈬

まこと動物病院 小平市花小金井
６－26－20 p042－461－8876 ㈰・㈷の午後／㈭




