
空き缶を使って
炊飯するよ！

西東京市は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたオランダのホストタウンです！
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子どもたちの活動を
一緒にサポートしませんか？

オリエンテーションとキャンプの中で子どもたち
の活動を補佐しつつ、職員と共にキャンプの楽し
さを伝えてくださる方を募集します。

a８月６日㈫〜８日㈭ ２泊３日
bみずがき山リーゼンヒュッテ
　（山梨県北杜市須玉町）

「みずがき山リーゼンヒュッテ」がある山梨県北杜市と
西東京市は、友好都市として地域間交流を行っています。

d在住の小学４年生〜高校生年代で、オリ
エンテーションに保護者同伴で参加できる方
e70人（昨年参加していない方優先）
g１万5,500円（往復バス代・食費など含む）
※市内児童館の職員が同行します。
i詳細を市k・児童館で配布するチラシで
ご確認のうえ、専用Web申し込みページよ
りお申し込みください。
j新町児童館p0422－55－1782
□オリエンテーション
　（親子説明会）
a７月31日㈬
午前10時（予定）
bきらっと

c子どもたちとの野外炊飯・宿
泊など（若干の謝礼あり）
d・e18歳（高校生を除く）以上
で心身ともに健康な方・若干名
i市販の履歴書
（写真貼付）を市内
の児童館に提出
□事前打ち合わせ会
a６月28日㈮午後７時
b田無庁舎１階

大きな水晶を
発見したよ！

つながる！
一緒に達成！
広がる絆！！

天候が悪くても
ゲームで楽しめた!

　市内の児童館では野外での体験活動も行っています。
　夏休みには市内児童館合同で宿泊キャンプを実施します。野外料理にテント体験。

子どもたちの発想と協力する力で活動が広がるキャンプです。
　また、子どもの参加者だけでなくそれを支える大人の指導スタッフも募集します。

夏の思い出を児童館キャンプで作りませんか。

炎を囲んで
友達の輪を
広げよう！

きれいな
川で

水晶探し

友好都市
「北杜市」
（須玉町）

▲

児童青少年課np042－460－9843

指導員募集

子どもたちとの
関わりや自然で
遊ぶことの大切
さを改めて感じ
ました。

児童館キャンプ
参加者募集

申込期間
６月１日㈯〜13日㈭

第19回

お申し込み方法が
変わります！
今年からインターネット
申込みのみになります。

ホップホップホップ

キャンプ!
いきる・つながる・みつける！

いきる！
「もしも」の時に
役立つ料理

みつける！
いっぱいの体験で
自分新発見！

ステップステップ

キャンプ!キャンプ!キャンプ!
ステップステップ

アルミホイルと
牛乳パックで

ホットサンド作り

ⓒシンエイ／西東京市
いこいーな
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 p042－428－0787（不配のお問い合わせなど）

詳細はホームページで

主 な 内 容

や さ し さ と ふ れ あ い の 西 東 京 に 暮 ら し、 ま ち を 楽 し む  p042－464－1311
（平日午前８時30分〜午後５時）

市役所
代　表

【２面】 市民税・都民税（住民税）納税通知書の送付　【５面】 平成30年度下半期の予算執行状況　【７面】 夏休み期間限定　学童クラブ入会者募集
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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、６月２日㈰・５日㈬・10日㈪の①午後０時45分　②午後８時（㈰を除く）から放送予定。
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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

キャッシュカードで口座振替登録を
～夜間と土曜日に期間限定窓口を開設～

税・年金・届け出

　ペイジー口座振替受付サービスは金
融機関のキャッシュカードを専用端末
に通すことで口座振替を申し込める
サービスです。
　市・都民税（普通徴収）の今年度納税
通知書発送に伴い、ペイジー口座振替
登録のため、夜間と休日に期間限定窓
口を開設します。この機会に便利な口
座振替登録をしてみませんか。今回の
登録で今年度第１期からの口座振替に
間に合います。
d市・都民税（普通徴収）、固定資産税・
都市計画税、軽自動車税、国民健康保
険料
□利用可能な金融機関
● �銀行…みずほ・三菱UFJ・三井住友・
りそな・きらぼし・ゆうちょ

●�信用金庫…東京三協・西京・西武・
東京・多摩

●そのほか…中央労働金庫
a ●６月10日㈪～14日㈮午後８時まで

●15日㈯午前９時～午後３時
b納税課（田無庁舎４階）
hキャッシュカード（暗証番号）・申
請者の本人確認書類・今年度の納税通
知書
※法人カード・代理人（家族）カードな
ど、一部取り扱いできないカードあり▲

納税課np042－460－9831

未分筆私道の非課税申告
　敷地の一部が未分筆のまま道路とし
て使用されている土地で一定の要件を
満たすものは、申告をすることにより
道路部分の固定資産税・都市計画税が
原則として翌年度から非課税となりま
す。詳細は下記へお問い合わせください。▲

資産税課np042－460－9829

家屋調査（新築・増築・改築分）に
ご協力を
　対象期間中に新築・増改築などをし
た家屋は、令和２年度から固定資産税・
都市計画税の課税対象となります。こ
れに伴い、市では税額の基となる家屋
の評価額を算出するため、家屋調査を
行っています。
d１月２日～令和２年１月１日の期
間中に新築・増改築などをした家屋
□調査内容　市職員が対象家屋を訪問
し、家屋の内装・外装（屋根・外壁・
天井など）および住宅設備（風呂・トイ
レなど）を調査します。
※調査時、職員は徴税吏員証を携帯し
ています。
□調査日時　家屋の所有者に事前に書
面でお知らせし、都合の良い日時に伺
います。書面が届きましたら下記まで
ご連絡ください。▲

資産税課np042－460－9830

４月分（６月支払い分）からの年金額
　４月分からの年金額は、６月上旬に
日本年金機構から送られる年金額改定
通知書（はがき）をご確認ください。
※今年度の年金額は、昨年度から0.1％
のプラス改定です。
※端数処理のため、数円の増減が生じ
る月があります。
j武蔵野年金事務所
　p0422－56－1411（ナビダイヤル）▲

保険年金課n
　p042－460－9825

手話通訳者配置
福祉

　両庁舎での手続き・相談などで必要
な場合にご利用ください。
□手話通訳者配置日　午後１時～５時

保谷庁舎
毎月第１㈬

田無庁舎
毎月第３㈮

６月５日 ６月21日
７月３日 ７月19日

※配置日以外にも手話通訳者を派遣しま
す。詳細はお問い合わせください。▲

障害福祉課op042－438－4033
� 　l042－423－4321

マル障経過措置が終了
　平成31年１月１日の制度改正に伴
い精神障害者保健福祉手帳１級の方も
心身障害者医療費助成制度（マル障※１）
の対象になりました。
□経過措置の終了
経過措置として、手帳交付日が平成
30年12月31日以前でかつ有効期限の
ある精神障害者保健福祉手帳１級をお
持ちの65歳以上の方はマル障を申請
できますが、令和元年６月30日で経
過措置が終了となります※２。経過措
置期間が終了すると申請ができなくな
るのでお早めに申請してください。な
お、助成開始は申請した月の初日から
になります。
b住民票のある区市町村の担当窓口
（適用開始は申請した月の初日から）
d精神障害者保健福祉手帳１級をお持
ちの方（ただし生活保護受給中の方、
所得制限基準額※３を超える方、65歳ま
でに申請しなかった方などは対象外）
※１ マル障をお持ちの方は、医療機
関における医療費の窓口負担が１割
（住民税非課税の方は、窓口負担なし）
になります。
※２�令和元年６月30日は日曜日のた
め、７月１日㈪までの申請が有効にな
ります。

※３ 所得基準額 

扶養親族などの数
障害者本人

（20歳未満の方は、
世帯主など）

０人 360万4,000円
１人 398万4,000円
２人 436万4,000円
３人 474万4,000円
４人 512万4,000円

　各種控除後（マル障）の金額で判定
h精神障害者保健福祉手帳（有効期限
内のもの）、健康保険証・認め印・税証
明（平成30年１月２日以降に転入の方）
※詳細はお問い合わせください。
j東京都福祉保健局医療助成課
　p03－5320－4571▲

障害福祉課op042－438－4035

児童手当・児童育成手当の
現況届をお忘れなく！

子育て

　６月１日現在、児童手当・児童育成
手当（育成手当・障害手当）を受給して
いる方に、各現況届の用紙を送付しま
すので、７月１日㈪までに必ずご提出
ください。
□提出方法　
●�子育て支援課（田無庁舎１階）へ持参
（郵送可）
●�市民課（保谷庁舎１階）・出張所に設
置してある専用の回収ポストへ投

とう

函
かん

● �電子申請「ぴったりサービスk」（児
童手当現況届のみ）
※記入漏れや添付書類漏れにご注意く
ださい。▲

子育て支援課np042－460－9840

小学校教科用図書の
見本本の展示
　令和２年度使用の小学校の教科書を
採択するため、見本本を展示します。
□展示期間　６月１日㈯～30日㈰
a・b
● �中央図書館・柳沢図書館・ひばりが

連 絡 帳
市からの

　市・都民税が課税となり、納付方法が普通徴収（納
付書または口座振替による個人での納付）の方と公
的年金からの特別徴収（引き落とし）の方を対象に、
納税通知書を送付します。
　納税通知書には、平成30年中の所得および各種
控除の内容や、それを基に計算した市・都民税の税
額が記載されています。なお、金融機関などの窓口
で納めていただく方には、納付書が同封されていま
す。納付書は、１枚ずつ期別ごとに分かれています
ので、納期限をよく確認して納付してください。
　詳細は、納税通知書に掲載している説明や同封さ
れているお知らせをご覧ください。
※非課税の方への送付はありません。
※徴収方法が給与からの特別徴収（引き落とし）と
なっている方には、特別徴収税額の決定通知書（納
税義務者用）を勤務先へ送付しています。
❖納税通知書の送付日
●65歳未満（４月１日現在）の方…６月４日㈫
●65歳以上（４月１日現在）の方…６月12日㈬
❖市・都民税が給与から特別徴収となっていても納
税通知書が届く方
　勤務先へ送付した特別徴収税額の決定通知書（納
税義務者用）は、給与からの特別徴収分の税額の内
容を記載しているものです。
　給与から特別徴収をしている勤務先以外からの収
入（公的年金などの雑所得、事業所得、そのほかの勤
務先からの給与収入など）があった方は、徴収方法が
特別徴収と普通徴収の両方になる場合があります。
この場合には、給与からの特別徴収の方でもご自宅
に納税通知書が届きますので、内容をご確認ください。

❖納付について
　今回送付する納税通知書（口座振替の方を除く）に
同封する納付書の納付場所や支払方法などの詳細は、
納税通知書６ページをご覧ください。なお、コンビ
ニで納付が可能なのは納付書１枚当たりの税額が
30万円以下のものです。
❖課税・非課税証明書の発行
　今年度（平成30年中の所得）の証明書の発行…６
月４日㈫から

※市・都民税の納付方法が、全て給与からの特別徴
収の場合、下記交付窓口においては５月15日㈬か
ら発行しています。

❖元号の表示について
　納税通知書などにある「平成31年度」の表示につい
ては、「令和元年度」と読み替えるようお願いします。
　なお、「平成」で表示されている文書は、法律上の
効果は変わらず有効です。

□交付窓口　市民税課（田無庁舎４階）・市民課（保
谷庁舎１階）・出張所（ひばりヶ丘駅前出張所・柳橋
出張所）
□コンビニでの証明書の発行　
利用者用電子証明書の暗証番号を登録しているマイ
ナンバーカードをお持ちの方は、コンビニの多機能
端末（マルチコピー機）で証明書を取得できます。ま
た、交付窓口より100円安く取得できます（利用可
能時間は午前６時30分～午後11時）。
※ただし、新年度への年度切替作業を行うため下記
のとおり、一時利用を停止します。
a６月３日㈪午後７時～４日㈫午前９時30分

□証明書を発行できる方
①市・都民税申告書または確定申告書を提出した方
②給与や公的年金などの支払先から支払報告書な
どの提出があった方
③①と②に該当する方の扶養親族として申告書な
どに氏名の記載がある在住の方
※①～③に該当しない方は、申告を受け付けてから
証明書の発行までに１カ月ほどかかる場合がありま
す。既に申告書を提出している方でも、提出時期に
よっては、同様の期間を要する場合があります。市・
都民税の申告は、市民税課（田無庁舎４階）で受け付
けています（郵送可）。
❖今年度に非課税となる方
● �平成31年１月１日現在、生活保護法による生活
扶助を受けている方

●�平成30年分の合計所得金額が125万円以下の障
害者・寡婦・寡夫・未成年者（平成11年１月３日
以降生まれ）の方

●平成30年分の合計所得金額が下表以下

□市・都民税非課税限度額
扶養人数※ 合計所得金額
０人（本人のみ） ��35万円

１人 ��91万円

２人 126万円

３人以上 １人増すごとに35万円加算

※扶養人数…控除対象配偶者と扶養親族（年少扶養親族
を含む）を合計した人数

市民税・都民税（住民税）納税通知書の送付 ▲

市民税課np042－460－9827・9828

６月は、市・都民税
普通徴収第１期の納期です。
～納付には、便利な口座振替を～▲

納税課np042－460－9831
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Twitter（ツイッター）とFacebook（フェイスブック）による情報発信を行っています。詳細は、市kをご覧ください。　

▲

秘書広報課n

㈮の平日（午前８時30分～午後６時の
うち７時間45分以内）
※既に旅行などの計画がある場合は履
歴書に記入してください。
□勤務地　市内学童クラブ勤務
□賃金（時給）　1,070円（保育士・教諭
免許取得者などの有資格者）、1,000円
（無資格）
i６月28日㈮（必着）までに、市販の
履歴書（写真貼付）・資格証明書の写し
（有資格者のみ）を〒188－8666市役所
児童青少年課（田無庁舎１階）へ持参ま
たは郵送
※詳細はお問い合わせください。▲

児童青少年課n
　p042－460－9843

サマー子ども教室運営スタッフ
□資格･人数　次の全てに該当する方・
２人程度（書類選考）
●18歳以上（高校生は除く）で心身共
に健康　●児童指導に加え、ものづく
り体験・クッキングなどの指導補助が
できる
□勤務日時　７月29日㈪～８月30日
㈮の平日午前９時～午後５時（勤務時
間は要相談）
※期間中休まず勤務できる方優先
□勤務地　保谷小学校
□賃金（時給）　1,070円（保育士・教諭
免許など有資格者）、1,000円（無資格）
i７月１日㈪までに、市販の履歴書
（写真添付）・資格証明書の写し（有資
格者のみ）を児童青少年課（田無庁舎１
階）へ持参▲

児童青少年課n
　p042－460－9843

市立保育園の夏季補助職員
□資格・人数　18歳以上（高校生除
く）・10人程度
※下記期間中休まず勤務できる方優先
□勤務日時　７月19日㈮～８月30日
㈮の平日午前８時30分～午後５時
※予定があり出勤できない日がある場
合は履歴書に記入してください。
□賃金（時給）　1,070円（保育士有資格
者）、1,000円（保育士無資格者）
i６月28日㈮までに、市販の履歴書
（写真貼付）に必要事項を記入し、保育
課（田無庁舎１階）へ持参▲

保育課np042－460－9842

子ども子育て審議会委員
　本市の子どもおよび子育て支援の施
策・計画などに関する審議
□資格・人数　在住・在勤・在学の満
18歳以上で、次に該当する方・各１人
①市内の幼稚園に入園している子ど

■建築審査会
a６月20日㈭午後２時
b保谷庁舎１階
c・e建築基準法に基づく同意・
５人▲

建築指導課o
　p042－438－4026

審議会など傍 聴

丘図書館
　㈫～㈮：午前10時～午後８時
　㈯・㈰：午前10時～午後６時
　※㈪・第３㈮は休館
●�保谷庁舎情報公開コーナー� �
午前８時30分～午後５時　
　※㈯・㈰を除く▲

教育指導課op042－438－4075

自治会・町内会等活性化
補助金説明会および懇談会開催

くらし

　市内の自治会・町内会およびマン
ション管理組合が行う地域福祉の促進
や地域づくりに役立つ活動に対する補
助金について説明します。併せて、団
体同士が交流をする懇談会を行います。
a・b６月29日㈯
①午前10時～午後０時30分・田無庁
舎５階
②午後３時～５時30分・保谷庁舎１階
d市内の自治会・町内会およびマン
ション管理組合
i６月14日㈮までに、ファクス・メー
ルで件名「補助金説明会・懇談会」・団
体名・参加者氏

ふり

名
がな

・電話番号を下記へ▲

協働コミュニティ課op042－438
－4046・l042－438－2021・
mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

生垣設置補助制度
　緑豊かな「うるおい」と「やすらぎ」の
あるまちづくりを推進するため、道路
に接する部分の生垣設置費用を補助し
ます。生垣は、ブロック塀などの倒壊
による災害の発生を防ぐとともに、道
行く人たちの目を楽しませてくれます。
□生垣設置費用の補助金
30mを限度に１mにつき１万円まで

□生垣に改造する場合の既存ブロック
塀などの撤去費用の補助金
30mを限度に１mにつき6,000円まで

※詳細はお問い合わせください。▲

みどり公園課p042－438－4045

雨水浸透施設などの助成制度
　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施設）などを
設置する際の設置費用の一部（上限額
15万円）を助成しています。
d市内にある個人が所有の住宅
□実施期間　令和２年２月末まで（予定）
※詳細はお問い合わせください。▲

下水道課op042－438－4059

自転車駐車場のご利用を
　自転車・原付バイクは、手軽で便利
な交通手段です。しかし、「ちょっと
だけ」という安易な気持ちで歩道や道
路に置くと、高齢者・障害のある方な
どの歩道利用者や自動車・緊急車両の
通行の妨げになるばかりでなく、災害・
緊急時の活動の妨げにもなります。
　通勤・通学などで自転車などを駐車
するときは、利用者一人一人が責任を
持って自転車駐車場を利用しましょう
（原付バイクは、場所により制限あり）。
　市では「西東京市自転車等の放置防

浸透ますの設置例

止に関する条例」により、市内の各駅
周辺を｢自転車等放置禁止区域｣に指定
しており、放置自転車・原付バイクは
撤去し、保管所に移送します。
□撤去保管料　自転車は2,000円、原
付バイクは3,000円を徴収▲

道路管理課o
　p042－438－4057

わが家の耐震診断をしよう
　建物の設計図を基に簡易耐震診断を
行い、指導・助言などをします。
a・b６月15日㈯午前９時30分～午
後０時30分・保谷庁舎１階　※１人
40分程度
d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５月31日以前の建築
e８人（申込順）
i６月12日㈬までに電話で下記へ
□相談員　住みよい町をつくる会▲

住宅課op042－438－4052

廃棄物処理手数料の減免申請
　減免対象者がいる世帯を対象に、指
定収集袋（ごみ袋）の配布申請を６月６
日㈭より受け付けます。
　詳細は、５月15日号・市kをご覧
ください。▲

ごみ減量推進課
　p042－438－4043

参議院議員選挙
期日前投票・不在者投票制度

選挙

　７月に参議院議員選挙が予定されて
います。投票日当日に投票できない方
は、期日前投票・不在者投票をご利用
ください。
※日程などの詳細は今後の市報・市k
などでご確認ください。
□期日前投票
今回は、従来の期日前投票所である保
谷庁舎別棟、田無庁舎２階に加え、ひ
ばりが丘図書館でも期日前投票ができ
ます。
※ひばりが丘図書館での期日前投票は、
投票期日の前３日間（㈭・㈮・㈯午前
８時30分～午後８時のみ）
□滞在地での不在者投票
仕事・旅行などで市外に滞在する方は、
滞在地の選挙管理委員会で不在者投票
ができます。本市選挙管理委員会に不
在者投票用紙などの請求をしてくださ
い。投票用紙などを受領後、お早めに
滞在地の選挙管理委員会で投票してく
ださい。
□指定病院などでの不在者投票
不在者投票できる施設として指定を受
けた病院・老人ホームなどの施設に入
院・入所している方は、その施設内で
不在者投票ができます。希望する方は、
施設の担当者にお申し出ください。▲

選挙管理委員会事務局o
　p042－438－4090

学童クラブ指導員補助
（夏季限定臨時職員）

募集

□資格・人数　18歳以上（高校生除く）
の方・30人程度　※下記期間中休ま
ず勤務できる方優先
□勤務日時　７月22日㈪～８月30日

もの保護者
②市内の保育所に入所している子ど
もの保護者
③市内の学童クラブに入会している
子どもの保護者
④子どもおよび子育ての支援に関す
るNPO法人・サークルなどで、本市
に事務所などの拠点がある団体に所属
している方
※④は１団体につき１人のみ申込可
※ほかの付属機関委員などとの兼任不可
□任期　２年
□会議数　月１回程度（昼・夜は未定）
□報酬　日額１万800円
i６月28日㈮（必着）までに、作文（様
式任意）「この審議会におけるあなたの
役割」（1,000字程度）と申込書（指定様
式）を〒188－8666市役所子育て支
援課（田無庁舎１階）へ郵送または持参
※詳細は、募集・選考要領をご覧くだ
さい。
※募集・選考要領、申込書は市k・
下記で配布▲

子育て支援課n
　p042－460－9841

東京都介護支援専門員
❖実務研修受講試験
□試験日　10月13日㈰
□受験要項　６月３日㈪～28日㈮に、
高齢者支援課（田無庁舎１階・保谷保
健福祉総合センター）・出張所・都庁
で配布
※郵送希望者は250円分の切手を貼っ
た「角２サイズ」の返信用封筒を同封し、
東京都福祉保健財団（〒163－0719
新宿区西新宿２－７－１小田急第一生
命ビル19階）へ▲

高齢者支援課o
　p042－438－4032

寄付
その他

　市政へのご協力をいただき、誠にあ
りがとうございました。
✿NPO法人地域振興支援センター�様
（救護マット）
✿田無第三中学校PTA�様（時計）▲

管財課np042－460－9812

東京都施行型都民住宅入居者募集
　都民住宅は中堅所得者向けの賃貸
住宅で、仲介手数料・礼金・更新料
が必要ありません。
□住宅の所在地　都内全域
□募集戸数　67戸（抽選）
※抽選募集以外の住宅もjのkで
募集しています。
d ●都内在住
●�自ら居住するための住宅を必要と
している

●所得が定められた基準に該当するなど
※詳細は募集案内でご確認ください。

□案内配布
６月３日㈪～11日㈫の平日に田無
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で配布
※申込書などは、案内配布期間中の
み下記jのkからもダウンロード可
i６月14日㈮（必着）までにjへ郵送
j東京都住宅供給公社�都営住宅募
集センターp03－3498－8894▲

住宅課op042－438－4052
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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

■専門相談（申込制）　※１枠30分　※専門家が一緒に解決の糸口を探します。
□申込開始　６月５日㈬午前８時30分（★印は、５月20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 ６月13日㈭・20日㈭・21日㈮午前９時～正午

o ６月12日㈬・18日㈫・19日㈬午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n 　７月	４日㈭ 午前９時～正午

※１枠１時間o 　６月27日㈭

交通事故相談
n ★６月12日㈬

午後１時30分～４時
o 　６月26日㈬

税務相談
n 　６月28日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　６月21日㈮

不動産相談
n ★６月20日㈭

o ★６月13日㈭

登記相談
n ★６月13日㈭

o ★６月20日㈭

表示登記相談
n ★６月13日㈭

o ★６月20日㈭
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n ★６月10日㈪

行政相談 n ★６月21日㈮
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o 　７月12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

西東京創業支援・
経営革新相談センターのご案内

bいずれもイングビル
□西東京創業カフェ
a６月14日㈮午前10時～11時30分
c参加者同士の交流・創業支援コー
ディネーターによる創業に関する基礎
知識の情報提供
e10人（申込順）
□ここからはじまる私の挑戦！
　事業計画書作成セミナー
a ●６月29日㈯午後２時～４時
cビジネスプランコンテストのエン
トリーに向けた事業計画書の書き方を
学ぶ
e20人（申込順）
i・j
●西東京商工会p042－461－4573
● 	西東京創業支援・経営革新相談セン
ターp042－461－6611

「不安を安心に」法律相談会

a６月22日㈯午前10時～午後４時　
※１枠30分
cお金のトラブル・不動産関係・相続・
離婚・成年後見・事業者向け法務・労
働問題・刑事事件・債務整理など

e48人（申込順）
i６月３日㈪から下記へ
※平日午前９時30分～午後７時
b・i多摩パブリック法律事務所
　p042－548－2450

ちびっこ農業教室

a６月29日㈯午前９時～午後１時（受
付：８時30分）	※雨天中止（小雨決行）
b岩﨑亮介さんの圃

ほ

場
じょう

（集合：住吉小
学校）　※駐車場なし
c野菜の収穫体験・スイカ割りなど

d在住の小学生と保護者
e30組（申込順）
h昼食・飲物・筆記用具・はさみ・
帽子・軍手・袋
i６月10日㈪までに、電話でjへ
j JA東京みらい保谷支店
　p042－421－6479

福祉有償運送運転者認定講習会
運転ダヨ！全員集合

a・b７月８日㈪午前８時50分～午
後６時45分・田無自動車教習所
c国土交通大臣認定の講習会
d ●普段から車を運転をしている　
●２年間無事故で免許停止を受けてい
ない　●「西東京市移動サービス連絡
会」に人材登録できる
e20人（申込多数は書類選考）
g4,000円（資料・認定書代）
i６月21日㈮午後５時までに、申込
書をjへ持参（郵送不可）
j社会福祉協議会
　p042－497－5180

起業・創業者の
店舗家賃を補助します

　商店街の活性化を目的に、空き店舗
を活用した新規の創業・開業者を支援
する「チャレンジショップ事業」を実施
します。
c月額家賃の50％以内（上限５万円まで・
最長12カ月）
□対象・条件　●小売業・サービス業・
ものづくり業・コミュニティビジネス
などこれから独立開業を目指している、
または平成30年９月１日以降に新規
に開業している（既に事業を行ってい
て複数の店舗を出店する場合は対象
外）　●事業者自身が直接事業を行う
●事業に必要な資格・認可などを取得
済（取得見込）　●市内の契約可能な空
き店舗を、事業者自身が契約できる　
●西東京創業支援・経営革新相談セン
ターで経営指導を受けて事業計画書を
作成し提出など

※詳細はjへお問い合わせください。
i８月30日㈮（消印有効）までに、j
で配布している申込書および必要書類
を郵送または持参
j西東京商工会
●	田無事務所〒188－0012南町５－
６－18イングビル・p042－461
－4573

● 	保谷事務所〒202－0005住吉町６
－１－５・p042－424－3600

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

　西東京就職情報コーナーは、市と
ハローワーク三鷹が共同で運営する、
身近なお仕事探しスポットです。
　全国の求人情報の検索やハロー
ワーク職員による相談を受け付けて
います。

a平日午前９時～午後５時（年末年
始を除く）
b田無庁舎２階
j西東京就職情報コーナー
　p042－464－1860▲

産業振興課op042－438－4041

西東京就職情報コーナーのご利用を
～平成30年度は1,000人以上の方が就職～

蚊の発生防止強化月間
　東京都では、蚊の発生が本格化す
る６月を「蚊の発生防止強化月間」と
しています。
　デング熱は、３～７日の潜伏期間
をおいて突如高熱がでます。最初は
気づかないことが多く、その後、頭
痛・顔面紅潮・結膜充血を伴い、発
熱が２～７日続きます。有効なワク
チンはなく、治療は発症してからの
痛みや発熱を抑える対症療法が中心

です。
□対処法
● 	不要な水たまり（植木鉢の受け皿・
空き缶・古タイヤ・じょうろなど）
をなくす

●	草むらや藪
やぶ

は定期的に手入れをす
る

●	長袖の着用や虫よけ剤を利用し、
刺されないようにする▲

環境保全課p042－438－4042

便利でお得！
証明書コンビニ交付サービスを
ご利用ください
　利用者証明用電子証明書が搭載さ
れているマイナンバーカードをお持
ちの場合は、コンビニ交付に対応し
たマルチコピー機で、窓口よりも
100円安く証明書を取得できます。
※利用者証明用電子証明書の暗証番
号（数字４桁）の入力が必要です。
□利用場所
マルチコピー機が設置されている全
国の主要なコンビニ
□利用時間
午前６時30分～午後11時（12月29
日～翌年１月３日およびメンテナン
ス時を除く）
□取得できる証明書
住民票の写し（マイナンバーや住民
票コードは記載されません）、印鑑
登録証明書、戸籍の全部事項（謄本）
証明書・個人事項（抄本）証明書、戸
籍の附票の写し、市・都民税課税（非
課税）証明書
※詳細は市kをご覧ください。
■マイナンバーカードの申請は市民
課窓口でも受付けます
　申請者ご本人が必要書類をお持ち
になり窓口で申請したカードは、本人
限定受取郵便でご自宅へ発送します。
a�・b ●平日午前９時～11時30分・
午後１時～４時30分・市民課窓口

●	㈯午後２時～４時30分：第１・
保谷、第２・田無
h�●通知カード（マイナンバーが記
載された緑色の紙製のカード）お
よび個人番号カード交付申請書

●	顔写真（縦4.5㎝×横3.5㎝。最近
６カ月以内に撮影。正面・無帽・

無背景）
●	本人確認書類（下記のうち２点以上）
　	　官公署発行の顔写真付きのもの
（運転免許証、パスポートなど）、
氏名に加え生年月日または住所が
記載されたもの（健康保険証・年
金手帳・社員証・学生証など）

● 	住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
※不足書類があった場合、カードは
ご自宅への郵送ではなく、窓口での
受取になります。

□証明書コンビニ交付サービス停止
　市民税・都民税課税（非課税）証明
書の発行年度切替え作業に伴い、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時
で停止します。ご理解とご協力をお
願いします。なお、停止日時は変更
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。
a６月３日㈪午後７時～４日㈫午
前９時30分
d市内外の全ての店舗

※詳細は市kまたは下記へ▲

西東京市マイナンバー専用ダイヤル
　p042－460－9845▲

市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020
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≪西東京消防署からのお知らせ≫　してますか？家具類の転倒・落下・移動防止対策　早めの対策で安心・安全な住まいづくりをしましょう。

予算執行状況をお知らせします平成30年度
下半期の

市民の皆さんに市の財政運営について知っていただくために、平成30年10月～平成31年３月までの予算執行状況をお知らせします。
※使用数値は、平成31年３月31日現在のものです。出納整理期間後に確定する決算数値と異なる場合があります。　

▲

財政課np042－460－9802

市有財産
区分 現在高 備考

土地 753,658㎡
建物 321,974㎡
無体財産権 ６件 商標権
出資による権利など １億2,762万円 団体への出資金など

物品 821点 購入価格50万円以上の備品
債権 23万円 生活つなぎ資金貸付金
基金 90億3,516万円 財政調整基金など全17基金

基金の内訳
基金名 現在高

土地開発基金 ４億3,060万円
財政調整基金 31億7,838万円
罹

り

災
さ い

救助基金 955万円
職員退職手当基金 46万円
奨学金基金 １億18万円
スポーツ振興基金 １億219万円
駐車場基金 ２億1,954万円
国民健康保険事業運営基金 ２億23万円
国民健康保険高額療養費等及び出産費貸付基金 1,541万円
介護保険高額介護サービス費等貸付基金 303万円
介護給付費準備基金 ８億1,800万円
振興基金 1,863万円
まちづくり整備基金 23億4,445万円
地域福祉基金 ３億16万円
みどり基金 ６億960万円
文化芸術振興基金 １億790万円
庁舎整備基金 ５億7,685万円

計 90億3,516万円

用語解説

　年度末までに収入または支
出すべきことが確定したもの
の、未収入または未払いと
なっているものについて、そ
の収入または支出を行うため
の整理期間が設けられていま
す。会計年度終了後の４月１
日から５月31日までのその
整理期間のこ
とを、出納整
理期間といい
ます。

出納整理期間

　一般会計は、市の予算の中心
となる基本的・一般的な会計です。
　特別会計は、特定の事業を行
う場合や特定の歳入をもって特
定の歳出に充て、一般会計とは
区分して経理する必要がある場
合に設置される会計です。

一般会計と特別会計

　一会計年度における、一切の
収入を歳入といい、一切の支出
を歳出といいます。

歳入と歳出

財産の状況

各会計予算の執行状況

会計名 予算現額
歳入 歳出

収入済額 収入率
（％） 支出済額 執行率

（％）
一 般 会 計 723億7,392万円 677億9,540万円 93.7 642億3,307万円 88.8 

特
別
会
計

国民健康保険 199億6,305万円 188億3,487万円 94.3 186億3,651万円 93.4 

下水道事業 24億3,491万円 22億6,363万円 93.0 20億6,510万円 84.8 

駐車場事業 １億5,237万円 １億4,958万円 98.2 １億3,221万円 86.8 

介 護 保 険 168億6,210万円 164億3,161万円 97.4 152億8,091万円 90.6 

後期高齢者医療 45億8,282万円 44億9,877万円 98.2 42億5,007万円 92.7 

計 1,163億6,917万円 1,099億7,387万円 94.5 1,045億9,787万円 89.9 

　平成30年度一般会計当初予算額は、744億4,200万円でしたが、
最終予算額は、723億7,392万円となり、当初から20億6,808万
円減となりました。歳入歳出予算の執行状況と財産や市債の主な項
目については、次のとおりです。
　平成30年度決算は、出納整理期間後に決算額
が確定してからあらためてお知らせします。

※各表は、表示単位未満を四捨五入しているため、
内訳の合計額が総合計額と一致しない場合があります。

市債の現在高

※市債は、学校や公園などの公共施設を整備するための資金を国や都な
どから長期的に借り入れたものです。一時的な財政負担を軽くし、将来
利用する市民の皆さんにも負担していただくようになっています。
※「市民１人当たり」は、平成31年３月31日現在の西東京市の人口（20
万3,222人）を用いて計算しています。

下水道事業
特別会計

70億7,887万円
市民１人当たり

３万4,833円

一般会計
505億3,242万円
市民１人当たり
24万8,656円

合計
576億1,129万円
市民１人当たり
28万3,489円

平成30年度一般会計予算の執行状況

0
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（億円）

予算現額

凡例

収入済額

…下半期

…上半期

市税 国庫支出金 都支出金 地方交付税 繰入金 市債 その他

予算現額 318億4,571万円 120億2,298万円 91億5,383万円 30億8,132万円 29億1,143万円 42億1,270万円 91億4,595万円

収入済額 318億8,278万円 115億3,926万円 86億7,472万円 30億8,669万円 20億4,773万円 18億5,403万円 87億1,019万円

（うち上半期） 179億5,559万円 53億7,646万円 24億995万円 20億1,468万円 ０ 円 ０ 円 48億9,013万円

（うち下半期） 139億2,719万円 61億6,280万円 62億6,478万円 10億7,202万円 20億4,773万円 18億5,403万円 38億2,006万円

収入率 100.1% 96.0% 94.8% 100.2% 70.3% 44.0% 95.2%

歳入

（億円）
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予算現額

凡例

支出済額

…下半期

…上半期

民生費 総務費 教育費 公債費 衛生費 土木費 その他

予算現額 387億6,510万円 85億7,471万円 64億6,644万円 59億3,557万円 46億4,803万円 35億2,100万円 44億6,306万円

支出済額 358億2,058万円 61億4,297万円 56億7,740万円 56億7,010万円 41億2,156万円 26億1,735万円 41億8,311万円

（うち上半期）152億6,198万円 22億3,583万円 22億9,159万円 22億9,950万円 18億4,367万円 11億3,272万円 14億9,024万円

（うち下半期）205億5,859万円 39億714万円 33億8,582万円 33億7,060万円 22億7,790万円 14億8,463万円 26億9,287万円

執行率 92.4% 71.6% 87.8% 95.5% 88.7% 74.3% 93.7%

歳出
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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

令和元年（2019年）6月1日号広報

一
　
　
般

▲

健康課op042－438－4037
事業名 日時╱場所 対象╱定員（申込順） 申込方法など

からだと心の健康相談
【保健師による面接相談】

６月14日㈮午後１時30分～３時30分
田無総合福祉センター 在住の方／２人 ６月11日㈫までに電話

女性のための
腹筋・骨盤底筋エクササイズ講座
保育あり

６月20日㈭午前10時～11時
保谷保健福祉総合センター

在住で18～64歳の女性
（産後６カ月以上経過している方）
20人（１歳未満のお子さん参加可）

６月17日㈪までに電話

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】

７月４日㈭午前10時～11時30分
田無総合福祉センター

糖尿病の食事療法をこれから始める方
および家族／10人 ７月１日㈪までに電話

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

２日
保谷厚生病院
栄町１－17－18
p042－424－6640

整形外科高橋クリニック
南町５－３－12
p042－461－8822

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

９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

しげみつ
ファミリークリニック
田無町５－４－13　
ハママンション第二	１階
p042－452－7411

休日診療 　※健康保険証、診察代をお持ちください。

■喉
こう

頭
とう

がん検診 ６月３日より一次受付
□検診期間　８月１日㈭～11月30日㈯
d40歳以上で特にたばこを吸う方
g自己負担600円
i６月21日㈮（消印有効）までに、●は
がき（記入例）　●窓口（保谷保健福祉
総合センター健康課・田無庁舎２階保
険年金課）　●市kから

※７月下旬以降、随時受診券を発送
※検診期間中は、11月15日㈮（消印
有効）まで随時申込受付▲

健康課op042－438－4021

■１歳６カ月児医科・歯科健康診査
　小児科・内科、歯科の各指定医療機
関で受診してください。
c�●医科…身体計測、小児科・内科
健診、個別相談

●歯科…歯科健診、歯磨き相談
d１歳６カ月～２歳の誕生日の前日
（１歳６カ月ごろに個別通知）
※詳細は個別通知をご覧ください。転
入などの方はご連絡ください。▲
健康課op042－438－4037

■赤ちゃん訪問（新生児・産婦訪問）
　助産師・保健師が訪問し、赤ちゃん
の体重測定、発育や発達状況の確認、
授乳相談、お母さんの体調などの相談
に応じます。訪問日時は後日、訪問指
導員より連絡します。
※訪問指導員の個人の携帯電話から連
絡する場合があります。
i母と子の保健ファイル（母子健康手
帳交付時に配布）に同封の赤ちゃん訪
問はがき（出生通知票）を郵送または電
話で下記へ▲

健康課op042－438－4037

■１～３歳児お口の健康支援室
　歯磨きが上手にでき
ない、歯医者で口が開
けられず診察が難しい、
食事を上手に食べられ
ないなどの子どもを対
象とした、お口の健康に関する相談室
です。
c歯科健診、歯科保健指導、歯磨き
練習、栄養・育児相談
i電話・往復はがきで、住所・保護
者氏名・子どもの氏名と生年月日・電
話番号・申込理由を〒202－8555市
役所健康課「お口の健康支援室」係へ
※相談日を明記し返送します。ご都合
がつかない場合はご連絡ください。▲

健康課op042－438－4037

健
ひ
康
ろば

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

２日
鎌田歯科
ひばりが丘北３－２－６
p042－423－2526

９日
ニイヤマ歯科
田無町６－６－31
p042－465－8666

※専門の医師が相談に応じます。

電話相談
医療相談（西東京医師会） 
火曜日　午後１時30分～２時30分
６月 ４日 産婦人科　
　　11日 精神科・心療内科
　   18日 耳鼻咽喉科
　　25日 消化器内科

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　

p042－466－2033

「喉頭がん検診」申込
①氏名（ふりがな）
②性別
③住所
④生年月日
⑤電話番号

はがき

記入例

【はがき宛先】
〒202－8555
市役所健康課

健康 イガ ド

子
ど
も

▲

教育支援課op042－438－4074
事業名 日時╱場所 対象╱定員（申込順） 申込方法など

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】

６月19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）

６月３日㈪～12日㈬
午前９時～午後５時に電話

□HIV（ヒト免疫不全ウイルス）検査とは？
　エイズの原因となるウイルスで、血液検査で分かります。
　また、感染力は弱いため日常の社会生活では感染せず、多くは性行為によ
り感染します。HIVに感染し、免疫力が低下することで、さまざまな病気を
発症するとエイズと診断されます。

HIV検査※・相談は、無料・匿名・予約不要 ※エイズの原因となるヒト免疫不全
ウイルスの感染の有無を調べる検査

６月１日～７日  HIV検査普及週間

□早期発見が重要　服薬によりウイ
ルスの増殖を抑え、エイズの発症を
防ぐことで、健康なときとほぼ変わ
らない生活を送ることができます。
この機会に検査を受けてみませんか。
□HIV／エイズの電話相談
東京都エイズ電話相談
　p03－3292－9090
　平日：午前９時～午後９時
　㈯・㈰・㈷：午後２時～５時
□検査施設
●多摩小平保健所
　p042－450－3111
　小平市花小金井１－31－24

　	毎週㈫午後１時30分～３時（直接
来所）

●多摩地域検査・相談室
　立川市羽衣町２－63
◦検査に関する問い合わせ
　p090－2537－2906
　	（平日および㈯の午前９時30分～
午後５時）
◦予約専用
　p080－2022－3667
　（平日午前10時～午後４時）▲

健康課o
　p042－438－4037

風しん対策抗体検査・予防接種
　６月１日㈯から、風しんに対する抗
体検査および予防接種を開始します。
□先天性風しん症候群対策の抗体検
査（無料）・予防接種（5,800円）
d在住の19歳以上で、
①妊娠を予定または希望する女性
②①の同居者
③妊婦の同居者
※予防接種は、抗体検査の
結果、接種が必要とされた
方のみ

□２～18歳の麻しん風しん予防接
種（5,800円）
d在住の２～18歳で、麻しん風し
ん定期予防接種期間中に接種を行わ
なかった方
※生活保護受給世帯・中国残留邦人
等支援給付世帯などの方は、証明と
なるものを医療機関に持参すれば、
接種費用は無料
※詳細は市kまたは下記へ▲

健康課o
　p042－438－4021
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≪申込時の注意≫ ● 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

シニアルーム
シニア世代向け情報

※市からの連絡帳（２・３面）も
ご覧ください。

　硬いものが食べられなくなったり、
以前より外出がおっくうだったり、人
と話す機会がなくなってきていません
か？　それはフレイルの危険信号です。
フレイル予防のための運動・食事・お口
のケアについて学び、いつまでも生き
生き生活するための術を学びます。
□フレイルとは　年をとって筋力や社
会とのつながりなど、心身の活力が衰
えていくこと
a・b下表参照
※駐車場がございません。公共交通機

関をご利用ください。
d65歳以上の方でおおむね全日程参
加できる方
※各種講座に参加したことがない方優
先
e各25人（申込多数は抽選）
g１回150円
i６月20日㈭（必着）までに、電話・
はがきで住所・氏名・年齢・電話番号・
講座名・希望の会場を〒202－8555
市役所高齢者支援課へ▲

高齢者支援課op042－438－4029

フレイル予防のための実践講座

コース 日付 時間 会場

① ７月４・11・18日・25日、
８月１日、９月５日の㈭ 午前10時～

11時30分

URひばりが丘南集会所

② ７月３・10・17・24・31日、
９月４日の㈬ 住吉老人福祉センター

※そのほか、新町福祉会館（８月）、下保谷福祉会館（10月）、けやきサロン（10月）、田
無総合福祉センター（１月）、保谷保健福祉総合センター（１月）などでも実施予定

　市と㈱セブン－イレブン・ジャパン
は、「地域活性化包括連携協定」に基づ
き市内のセブン－イレブン店舗で働き
たいシニアの方を対象に、お仕事説明
会を開催します。元気なシニア世代の
就労を促進し、地域の元気につなげて
いきます。
a６月28日㈮午後１時～４時（受付：
０時30分）

b田無庁舎２階
c業務内容説明・就労相談・ハロー
ワークによる紹介手続き・レジ打ち体
験・シニア就労者の方の体験談など

dおおむね60歳以上の方
jセブン－イレブン・ジャパン立川
地区事務所　p042－527－7914▲

高齢者支援課o
　p042－438－4029

シニア向けお仕事説明会

キッズルーム
子育て世代向け情報

※市からの連絡帳（２・３面）も
ご覧ください。

　学童クラブは、就労・病気などで昼
間家庭にいない保護者に代わり、生活
指導などを行います。今回は通年の募
集とは別に夏休み中だけの期間限定募
集です。
※保護者が就労しておらず、求職活動
中の場合は申請不可
□入会期間　７月22日㈪～８月31日㈯
d小学１～４年生（障害児は６年生まで）
□申請用紙　６月３日㈪より市k・
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
で配布

i６月３日㈪～21日㈮の平日（午前８
時30分～午後５時）に必要書類を児童
青少年課（田無庁舎１階）へ持参
※６月20日㈭・21日㈮は午後８時まで

※児童青少年課以外での申請は不可
※施設の利用状況および申請状況によ
り、希望する学童クラブにならない場
合や入会できない場合があります。
※現在、入会申請し待機中の方も、別
に入会申請手続きが必要です。
※詳細は入会案内・市kをご覧くだ
さい。▲

児童青少年課np042－460－9843

夏休み期間限定 学童クラブ入会者募集

ようこそ としょかんへ 6 月

◦�おはなしおばさんのおはなし会　� �
２日㈰午前11時
◦�にこにこおはなし会　６・20日㈭午前
11時／１～２歳児と保護者
◦�サンサンおはなし会　� �
16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

◦�ちいさなおはなしひろば　14・28日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなしひろば　� �
14・28日㈮午後３時30分／３歳児から

◦�おはなしのへや　１・15日㈯午後３時
30分／５歳児～小学３年生

◦�ちびっこおはなし会　12日㈬午前11時
／１～２歳児と保護者

◦�おはなし会　毎週㈭午後４時／３歳児から

◦�ちびっこおはなし会　５・19日㈬　午
前11時／１～２歳児と保護者

◦�おはなし会　12・26日㈬午後３時30
分／３歳児から

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  

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  

p042－465－9825
火～日　午前10時～午後６時

芝久保   

p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時

谷  戸   

◦�ちいさなおはなしひろば　７・14日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者

◦�わくわくドキドキ紙芝居　� �
８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

◦�ちいさなおはなしひろば　７・14・28
日㈮午前11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなしひろばサタデー　� �
８日㈯午前11時／３歳児から

◦�おはなしひろば　� �
５・19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�　� �
６日㈭午前11時／下保谷児童センター
◦�新町おはなしひろば　�５日㈬午後３時
30分／新町児童館／３歳児から

３日㈪・10日㈪・17日㈪・24日㈪
※�中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書館は、21
日㈮休館

休館日

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  

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  

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。

トレーニングマシン一般開放利用者のための
体力測定会

　体力測定でご自身の状況を知り日頃
のトレーニングの成果を確認するとと
もに、今後のトレーニングに生かしま
しょう。
a・b下表参照
c握力・歩行速度など４種類
dトレーニングマシン一般開放の利

用を登録していて、今年度の体力測定
を行っていない方
e35人（申込順）
h飲料水等・タオル・室内履き
i電話で下記へ（受付時に時間を指定）▲

高齢者支援課o
　p042－438－4029

会場 日時
住吉老人福祉センター ７月２日㈫ 午前９時30分～午後０時30分の

指定の時間下保谷福祉会館 ７月１日㈪

老人福祉センター ７月３日㈬ 午後１時～４時の
指定の時間新町福祉会館 ７月１日㈪

※体力測定日はトレーニングマシンの一般開放はお休みです。

空き巣被害に注意！
　市内で空き巣の被害が多発してい
ます。自宅だけでなく、お店や会社
の事務所なども狙われています。被
害に遭わないためにも、防犯対策を
しましょう。
□日頃からの心掛け
● �短時間でも外出時は必ず鍵を閉める
●スペアキーを玄関周りに置かない
●�窓やドアにもう１つ鍵を取り付け
２ロックにする

●�ガラスに防犯フィルムを貼り付ける
●�人に反応するセンサーライトや防
犯カメラを取り付ける

●�キョロキョロするなど、不審な人
を見かけたら110番する

　空き巣対策として
「防犯意識が高く、
入りにくい家」という印象を持たせ
ることが重要です。
❖田無警察署からのお願い
　犯罪や防犯情報を「メールけいし
ちょう」で随時配信中
❖登録方法
●右記QRコードから

● �下記メールアドレ
スに直接空メール
　�m login@mail.keishicho.metro.
tokyo.jp
j田無警察署p042－467－0110▲

危機管理室op042－438－4010

　地域子育て支援センターでは、毎月
赤ちゃんと保護者の方が気軽に楽しめ
るつどいを行っています。ぜひご参加
ください！
　センター・児童館・
公民館など、市内14
カ所で開催しています。
詳細は、センターk
をご覧ください。

a午前10時～11時30分
※１�７月のみ午後３時～４時
※２�午後１時45分～３時
d８カ月までの乳児と保護者、妊婦
□赤ちゃんのつどい日程（６・７月）

会場（同保育園内） 日程
センターすみよし ６月24日㈪

７月22日㈪

センターけやき ６月21日㈮
７月19日㈮

センターやぎさわ ６月17日㈪
７月18日㈭

センターなかまち※１
６月13日㈭
６月25日㈫
７月�９日㈫

センターひがし※２ ６月25日㈫
７月22日㈪

▲

保育課np042－460－9842

　　　　赤ちゃん集まれ～♪
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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

ピアカウンセリング
６月11日㈫ 
● 午前９時15分～10時
● 10時30分～11時15分
※時間は相談に応じて調整
障害者総合支援センターフレンドリー

　障害児の親や障害者が相談員となっ
て同じ立場からお話を伺い、一緒に考
えます。
d・e就学前～中学生の障害児の保護
者・各回１人
※グループでの相談も可。代表の方が
お申し込みください。
i電話・ファクスで下記へ
j相談支援センターえぽっく
　p042－452－0075
　l042－452－0076

子ども日本語ボランティア入門講座
公開講座 「外国籍市民との
コミュニケーション」
６月18日㈫ 午後２時～４時
田無庁舎２階

　外国人にも分かるように配慮された
「やさしい日本語」を用いた外国人との
コミュニケーションについて学びます。
e10人（申込順）
f土井佳彦さん（NPO法人多文化共生リ
ソースセンター東海）
i６月14日㈮午後５時までに、電話・
メールで氏名・電話番号を下記へ▲

文化振興課o
　p042－438－4040
　mbunka@city.nishitokyo.lg.jp

ほっとネット推進員登録研修会
６月25日㈫ 午後２時～３時30分
イングビル

　日々の生活の中で感じた疑問、気づ
いたことを地域福祉コーディネーター
へつなぎ、解決のために協力してくだ
さる市民の方＝「ほっとネット推進員」
を募集しています。「地域をよくした
い」「地域を知りたい」「学びたい」という
方であれば、どなたでも登録できます。
c ● ほっとネット事業の説明
● ほっとネット推進員からの活動報告
● ほっとネット推進員の登録
e30人（先着）
i６月20日㈭までに、電話・ファクス・
メールで住所・氏

ふり

名
がな

・電話番号をjへ
jほっとネット保谷ステーション
p042－438－9205・l042－421
－4310・mhot-net@n-csw.or.jp▲

生活福祉課op042－438－4024

男女共同参画週間事業と講演会
①６月22日㈯～30日㈰
②30日㈰ 午前10時～正午
住吉会館ルピナス

　今年度のキャッチフレーズは『「男女
共同参「学」」「知る 学ぶ 考える 私の人
生 私がつくる」』となりました。本市
でも、週間事業を開催します。
c①パネル展示
②講演会「ディズニーアニメのヒロイ
ンから考える現代の女性像～メディア
の女性の描き方を考える～」
　夢見るプリンセスたちの幸せ像の変
化をとおして現代女性の生き方を考え
ていきます。

多摩北部広域子ども体験塾
「たまろく自然と都会の
サバイバル！」
　自然界を楽しむテクニックや、防災
に関するさまざまな知識・技術を学ぶ
体験をします。
　夏は野外でロープワーク・火おこし
など、秋は災害時を生き抜くためのス
キルを学ぶプログラムを実施します。
□夏季プログラム　「自然の中のサバ
イバル」
a７月29日㈪・30日㈫、８月７日㈬・ 
８日㈭・９日㈮のうちいずれか１日 
各日午前８時～午後６時（予定）
b都立舎人公園
□秋季プログラム　「防災体験施設　
そなエリア東京」見学
a９月15日㈰・16日㈷のうちいずれ
か１日
b防災体験施設　そなエリア東京
d多摩六都地域（小平・東村山・清瀬・
東久留米・西東京市）に在住または在
学の小学１年生～中学３年生で、夏季
プログラムと秋季プログラムの両方に
参加できる方（定員の都合により、夏

f治部れんげさん（ジャーナリスト）
e40人　※保育あり：生後６カ月以
上の未就学児15人（申込順）
i６月３日㈪午前９時から、電話・
メールで件名「男女参画講座」・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

協働のまちづくりワークショップ
７月４日㈭ 午後１時30分～４時30分
田無庁舎５階

　市民と市職員がテーマについて学び
ます。一緒に理解を深めませんか？
c講演およびワークショップ「全ての
ひとにやさしい『こどもにやさしいま
ちづくり』」
d協働に関心のある市内の市民活動団
体・企業・自治会の方など

e30団体30人（申込順。１団体１人まで）
f林大介さん（首都大学東京特任准教授）
i６月27日㈭までに、電話・ファクス・
メールで住所・氏

ふり

名
がな

・電話番号をjの
「協働のまちづくりワークショップ」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

たまエコライフ探訪
西東京市の井戸を探る
７月６日㈯ 午後１時30分～４時
※雨天実施
集合：保谷庁舎ロータリー（１時15分）
下保谷の個人宅の井戸・旧高橋家屋
敷林の井戸・明保中学校の震災用井
戸・エコプラザ西東京

　３カ所の井戸を見学して地下水につ
いて学びます。
d・e在住・在勤・在学で18歳以上
の方・15人（申込順）
h筆記用具・雨具・飲み物・虫よけ
※移動は、市のマイクロバス利用
i６月７日㈮午前９時から、電話・
ファクス・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

女性のための自分史講座
７月９日㈫ 
午後２時～４時
住吉会館ルピナス

　あなたの半生を振り返る中でいろい
ろなことに気づき、またあなたの人生
を大切な誰かに伝えるために、自分史
を作ってみませんか。
e30人　※保育あり：生後６カ月以
上の未就学児15人（申込順）
f遠藤裕行さん（自分史活用アドバイ
ザー）
i６月３日㈪午前９時から、電話・
メールで件名「自分史講座」・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

季プログラムのみの参加となる場合あり）
e各日60人程度（応募多数は抽選）
ijのk専用フォームまたははがき
で、夏季・秋季プログラムともに第１・
第２参加希望日・住所・氏

ふり

名
がな

・性別・
学校名・学年・電話番号をjの「多摩
北部広域子ども体験塾」係へ
※詳細は、jのkまたは各小・中学
校に配布されるチラシをご覧ください。
※食事あり。参加者には改めて食品ア
レルギーの有無を伺います。
j多摩六都科学館
〒188－0014芝久保町５－10－64
　p042－469－6100▲

企画政策課n
　p042－460－9800

もっと知ろう！
楽しもう！イベントNEWS

NPO市民フェスティバル実行委員募集
　１月に開催予定の「第11回NPO
市民フェスティバル」の企画・運営
を通してまちとつながり、充実した
時間を過ごしませんか。
※実行委員会は、毎月１回開催予定
□第１回実行委員会
a６月27日㈭午後６時30分～７時
30分
bイングビル
e15人（経験・年齢・性別など不問）

i６月25日㈫までに、電話・ファ
クス・メールで住所・氏

ふりがな

名・電話番
号を、jの「NPO市民フェスティバ
ル実行委員」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

西東京市民文化祭展示の部 
個人参加者（出品者）募集
　今までに制作した絵画、写真、手
工芸品などの作品を展示しませんか。
● 事前説明会：７月10日㈬午前10
時・柳沢公民館
※作品の持参不要
● 最終打ち合わせ：９月下旬（予定）
●  展示：10月19日㈯～21日㈪・柳

沢公民館
●  作品搬入：18日㈮午後１時～５時
 搬出：21日㈪午後４時～５時
d在住・在勤・在学の方で、上記

日程全てに参加できる方
※１人１～３作品展示予定
i６月27日㈭（消印有効）までに、
住所・氏名・年齢・電話番号・メー
ルアドレスを〒202－8555市役所
文化振興課（保谷庁舎３階）へ郵送・
ファクス・メール・持参▲

文化振興課o
　p042－438－4040
　l042－438－2021
　mbunka@city.nishitokyo.lg.jp

究極のエコハウス 土蔵の魅力
　夏は涼しく、冬は暖かいといわれ
る土蔵を見て、その役割や構造を学
びます。
a６月15日㈯午後１時30分～３時
30分　※雨天決行
b下保谷四丁目特別緑地保全地区
集合：屋敷林正門前（１時15分）
d在住・在勤・在学で小学生以上の
方（小学生は保護者同伴）
e20人（申込順）
f鈴木賢次さん（西東京市文化財保護
審議会会長）
h筆記用具・懐中電灯・汚れても
いい服装・雨具・飲み物・虫よけス
プレー・タオル・マスク
i６月３日㈪午前９時から、電話・
ファクス・メールで氏名・住所・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

旧高橋家の土蔵

（正）毎週㈮午後６時～９時

お詫びして訂正します

　５月15日号の６面「自習室を利用し
てみませんか？」の記事において、田
無児童館の夜間開館日に誤りがありま
した。正しくは次のとおりです。
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市役所の郵便番号は個別番号です。田無庁舎：〒188−8666、保谷庁舎：〒202−8555で、この記入があれば、住所（所在地）は省略できます。

「りさいくる市」フリーマーケット出店者募集
a７月14日㈰午前９時～正午
※今回に限り第２㈰開催
b西東京いこいの森公園アプロー
チゾーン
□出店資格　成人で在住の個人・団
体（業としている方を除く）
□募集区画数　40区画（１区画約
3.4㎡）　※出店場所の選択は不可

i６月10日 ㈪（消印有効）までに、
往復はがきに参加者全員の氏

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〒202－0011
泉町３－12－35ごみ減量推進課へ
※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p042－438－4043

※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。

剪
せん

定
てい

枝のリサイクルにご協力を
　市では可燃ごみの減量と資源化を
推進するため、剪定枝・草・落ち葉
を回収しリサイクルしています。令
和元年度は600ｔ資源化の予定です。
□出し方　可燃ごみの収集日に、長
さ１m・太さ５㎝以内を１回３束（３
袋）まで

※多量に出る場合や、太さが５㎝を
超える場合は右記へご相談ください。
□注意点　 ● 木材などは回収不可（可

燃ごみまたは粗大ごみへ）　 ● たば
この吸い殻・ビニールひも・紙類・
レジ袋などを混入させない（資源化
できません）　 ● 園芸業者・造園業
者などに依頼して出た剪定枝などの
量が多くなった場合は処理費用を含
めた契約をお願いします。　 ● 土砂
類は回収不可（処理業者を紹介します）▲

ごみ減量推進課
　p042－438－4043

講演会「安心と活力と魅力のある町づくり」
□幸町１丁目コミュニティ委員会
（千葉県千葉市美浜区）
　平成28年度あしたのまち・くら
しづくり活動賞内閣総理大臣賞受賞。

「安心、安全な町」「活力と魅力のあ
る町」を町づくりの目標に掲げ、防
犯・防災・住民サポート活動などに
積極的に取り組むボランティア組織
a７月20日㈯ 午後１時30分
b田無庁舎５階
c地域づくり・地域活性化

e50人（申込多数は抽選）
f蟹江将生さん（幸町１丁目コミュニ
ティ委員会会長）
i６月21日㈮までに、電話・ファク
ス・メールで件名「町づくり講演会」・
住所・氏

ふり

名
がな

・電話（ファクス）番号を
下記へ▲

協働コミュニティ課o
　p042－438－4046
　l042－438－2021
　mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

ファミリー・サポート・センター
　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）が会員となり、子ども
の預かり・送迎・外出時の同行など
を有償で行う、会員同士の相互援助
活動事業です。
　ファミリー会員が支払う利用料金
が、サポート会員の活動報酬となり
ます。
❖子育て手伝って！～サポート会員
養成講習会～
a・c下表参照
b田無総合福祉センター
d在住で満20歳以上の心身ともに
健康で、全日程を受講後にサポート
会員として活動できる方
e30人（申込順）
g緊急救命講習受講には、マウス
ピース・テキスト代として206円
i６月27日㈭までに、電話でjへ

（後日、決定通知を送付）
※養成講習会に保育は付きません。
※全日程の受講が難しい方はご相談
ください。
※子育て支援員研修（地域保育コー
ス）を修了した方は、免除可能な講

座があります。
※秋に同様の講習会を住吉会館ルピ
ナスで開催予定
❖ファミリー会員になりたい方へ
□利用内容　保育園・幼稚園・習い
事の送迎など

□利用時間・場所　毎日午前６時～
午後11時・サポート会員宅など

□利用料金（１時間当たり）　 ● 平日
午前８時30分～午後５時…800円
● 上記以外の曜日・時間帯…1,000円
□利用方法　登録説明会に参加し、
ファミリー会員として登録
□ファミリー会員登録説明会
a・b ● ６月13日㈭・住吉会館ル
ピナス
● 22日㈯・田無総合福祉センター
午前10時～正午（開始時間厳守）
e各20人（申込順）　
※保育あり。１歳以上５人まで

i各説明会前日の午後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p042－497－5079▲

子ども家庭支援センター
　p042－425－3303

□サポート会員養成講習会
日程 時間 内容

７月 ９日㈫ 午前10時～午後３時30分 オリエンテーション・西東京市の子
育て支援／保育の心と子どものケア

10日㈬ 午前10時～午後３時 子どもの心の発達と関わり／
子どもを安全に預かるために

11日㈭ 午前９時30分～午後３時30分 緊急救命講習／登録説明会・修了式

環境に優しいエコ素材 
クラフトバンドでかごを編もう！
　再生紙を使ったクラフトバンドで、
すてきなかごを編みましょう。
a６月24日㈪午前10時～正午
bエコプラザ西東京
d在住・在勤・在学で18歳以上の方
e20人（申込順）
g500円（材料費）
h木工用ボンド（速乾性）・はさみ・
定規（15～30㎝）またはメジャー・
洗濯ばさみ５個・ぬれ布巾（ボンド
拭き取り用）
i６月５日㈬午前９時から、電話・
ファクス・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

　　  危険物安全週間 ６月２日㈰～８日㈯
　ガソリンや灯油だけではなく、消
毒用アルコールや接着剤なども危険
物に含まれます。これらは身の回り
で幅広く使用されていますが、取扱
方法を誤ると大きな事故につながり
ます。
❖取扱注意事項
□セルフ式ガソリンスタンド
　ドライバーの皆さんが自分で給油
するセルフ式ガソリンスタンドは都
内にも多く設置され身近な存在と
なっています。危険物取扱者の資格
を持った従業員が皆さんの給油を見
守っていますが、一歩誤ると大きな
事故につながります。
●  給油前に静電気除去シートにタッ

チする
●  給油ノズルは奥まで差し込み、レ

バーをしっかり握って給油する
●  給油口の外に吹きこぼれることが

あるので、つぎ足し給油はしない
□消毒用アルコール
●  消毒用アルコールを取り扱う場所

では火気の使用はやめ、常に整理
整頓をする

●  消毒用アルコールの容器を乱暴に
取り扱わない（落とす・衝撃を与
えるなど）
j西東京消防署
　p042－421－0119▲

危機管理室o
　p042－438－4010

!

　「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。



　６月10日は「時の記念日」です。私
たちは時刻を時計で、日付をカレン
ダーで見つけています。時計では秒、
分、時の経過が示され、カレンダー
では年、月、日の経過が七曜に対応
して示されています。時刻も日付も
同じ時の流れですが、私たちは異な
る時の単位を使って生活しています。
意識する時間によって時間の単位を
使い分けてきた人間の工夫の表れで
す。カレンダーの曜日による日の表
示は１週間がいつも７日になること
を利用しています。ご存じのように、

月や年は必ずしも同じ日数にはなり
ません。日数を意識する時、週とい
う単位の持つ大切さが分かります。
日付を知り予定を立てる際、カレン
ダーは不可欠です。国民の祝日がな
い６月、時の巡りの表示でカレン
ダー本来の役割に潜む人類が生みだ
した時間利
用の知恵に
思いをはせ
てみてくだ
さい。

カレンダーに見る時の巡り60

　市では毎年、原爆犠牲者を慰
霊し、平和への決意を新たにす
る平和記念式典に市民を派遣し
ています。
　被爆地である広島を訪れ、戦
争とは何か、平和の意義とは何
かについて考えてみませんか。

a８月５日㈪～６日㈫（１泊２日）
□コース
５日：東京駅集合～広島駅～平和記
念資料館～ホテル
６日：式典参加～市内見学～東京駅
解散
□交通手段　新幹線　東京－広島
d在住・在勤・在学の小学生以上（小
学生は保護者同伴）
e８人（応募多数は抽選）
g２万5,700円（小学生とその保護
者の場合は２人で３万6,000円）
i６月28日㈮（必着）までに、往復
はがき・メールで住所・氏名・年齢・

性別・電話番号・勤務先または学校
名（在勤・在学の方）を〒202－8555
市役所協働コミュニティ課「広島平
和の旅」係へ
□事前学習会
平和の旅をより充実したものにする
ため、事前学習会を行います。
a７月25日㈭午前10時
b田無庁舎１階
□広島平和の旅報告会
平和の旅で学んだこと、感じたこと
などを夏休み平和映画会の当日に報
告します。
a８月23日㈮午後２時
b保谷こもれびホール
※参加確定後に取り消しをすると、
取消料が発生する場合があります。
詳細は下記へ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

　平成30年度は82件の目撃および
相談が市に寄せられました。鳥獣保
護法により一般市民による捕獲は許
可されていません。引き続き目撃情
報を募集しています。また、捕獲器
の貸し出しを行っております（設置
は屋外のみ）。詳細はお問い合わせく
ださい。▲

環境保全課p042－438－4042

a６月14日㈮～21日㈮
bスポーツセンター
c約400日後に迫った東京オリン
ピック・パラリンピック大会に向け
て、前回2016年のリオ大会から引
き継いだフラッグを展示します。

　その他オリンピック・パラリン
ピック関連展示を行っていますので、
ぜひこの機会にご覧ください。▲

スポーツ振興課o
　p042－438－4081
　m sports@city.nishitokyo.lg.jp

□事前の備え
● 側溝や排水溝は掃除して水はけを
よくしておく…詰まっていると、道
路の水を除去する機能を果たせず、
水が流れない原因となり、浸水被害
が発生する可能性があります。
● 非常用品の確認…災害時に備えて、
避難に必要な懐中電灯などの非常用
品を身近に準備しておきましょう。
● 避難場所の確認…学校などの避難
場所として指定されている施設、ま
たその施設までの避難経路を確認し
て、万が一に備えましょう。普段か

ら家族で連絡手段についても話し
合っておきましょう。

□台風などが発生したら
テレビやラジオ、インターネットを
活用し、気象情報や警報を確認しま
しょう。東京都が公開している「東
京アメッシュk」では、降雨情報を
確認できます。
j西東京消防署p042－421－0119▲

危機管理室op042－438－4010▲

下水道課op042－438－4059 

　台風や集中豪雨による被害は毎年発生しています。梅雨は
雨も多くなり、7月以降は台風も発生するので、事前に備える
ことで被害を減らしましょう。

広島平和の旅
6月は浸水対策強化月間

ナビ多摩六都科学館

宇宙科学奨励賞受賞記念ロクトサイエンスレクチャー
宇宙で活躍する超巨大な折り紙＝膜面構造物の技術

宇宙を旅するソーラーセイルなどの
超巨大な膜面構造物には、伝統文化
である折り紙から最先端の数値シ
ミュレーションまでさまざまな技術
が応用されています。本講演ではそ
の技術などについて紹介します。
a６月29日㈯午後５時10分～６時
40分
d中学生～大人　※参加者以外の
入室不可
e150人　※100人（事前申込・先着）。
当日50人（先着）

f佐藤泰貴さん（JAXA宇宙科学研究
所 助教）
g入 館 券 大 人500円（中・ 高 校 生
200円）※当イベントに事前申込の
中高校生は入館無料
i当館kより。当日は開館時から
インフォメーションで受付（先着）
□共催　（公財）宇宙科学振興会
b・j多摩六都科学館
　p042－469－6100
休館日： 6月３日㈪・10日㈪・17

日㈪・24日㈪

浸水に備えよう！

　小学校や保育園などで、絵本の読
み聞かせを行っている方を対象とし
た講座です。
a①６月20日㈭　②27日㈭
午前10時～正午
b谷戸図書館
c絵本の選び方・読み聞かせの実演
d ● 両日参加できる在住の方

● 現在小学校・保育園・図書館など
で絵本の読み聞かせを始めて１年以
内の方
e20人（申込順）　※保育なし

i６月４日㈫午前10時から、直接
または電話で下記へ▲

谷戸図書館　

p042－421－4545

絵本の読み聞かせ講座（全２回）

市内の情報をお届けします

大好き
です 西東京
卓球　祝！2019世界卓球選手権大会出場！

　平成31年４月21日から28日までハ
ンガリーのブダペストで行われた
2019世界卓球選手権大会（個人戦）に
谷戸小学校卒業の森

も り

薗
ぞ の

政
ま さ

崇
た か

選手（岡山
リベッツ）が出場。伊藤美誠選手（ス
ターツ）と組み混合ダブルスでベスト
８という成績を収めました。
　引き続き、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　m sports@city.nishitokyo.lg.jp

スポーツ応援編

平和記念式典と
原爆ドームなどを見学

写真提供：日本卓球㈱

ハクビシンによる被害

オリンピック・パラリンピック
フラッグを展示します

広報広報

「西東京市からのお知らせ」 FM西東京（84.2MHz）
❶午後０時45分～１時㈪～㈰　❷午後８時～８時15分㈪～㈮

「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。

音声版「声の広報」も
作成しています
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