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≪西東京消防署からのお知らせ≫　病院へ行く？救急車を呼ぶ？迷ったら…電話でも！ネットでも！「♯7119」をご利用ください。

高齢者安全運転支援装置
設置促進事業補助金

　東京都では「高齢者安全運転支援装
置設置促進事業補助金」を開始します。
□制度概要　※対象となる要件あり

　都内在住の高齢運転者が、ペダル踏
み間違いなどによる急加速抑制装置と
しての機能を有する安全運転支援装置
を１割の負担で購入・設置できるよう、
取り扱い事業者に対し、東京都が当該
費用の９割を補助（補助限度額は10万
円／台）するものです。
j東京都都民安全推進本部総合推進部
交通安全課p03－5321－1111

2019早稲田スポーツフェスタ 
In東伏見

　学生アスリートと共にスポーツを楽
しみましょう。
a９月16日㈷午前10時～午後４時
b早稲田大学東伏見キャンパス
c ● スポーツ体験　 ● おもしろ体験など

※詳細は、jのkへ
j早稲田大学競技スポーツセンター
　p03－5286－3757

おまとめ市民公開講座

a９月21日㈯午後２時～４時30分 
（１時30分開場） 
bスカイタワー西東京
cがん市民検診のススメ
j西東京中央総合病院
　p042－464－1511

ラグビーワールドカップ2019™ 
パブリックビューイング

a９月28日㈯午後３時開場
● ３時30分　ラグビートークショー
● ４時15分　キックオフ（予定）
□要入場整理券

電話または直接jへ　※残数僅少
b・j保谷こもれびホール
　p042－421－2323

nikoフェスwithいこいの森
サマーDAY

a９月29日㈰午前10時～午後４時
※荒天中止
b西東京いこいの森公園
c飲食物・ハンドメイド雑貨の販売など

※詳細は、jのkへ
□主催　（一社）SEM、西東京の公園・
西武パートナーズ
j事務局m info@nikofes.com

田無駅不動産街頭相談会

a10月１日㈫午前10時～午後４時
b田無駅コンコース
c弁護士・税理士による相談
j（公社）全日本不動産協会 多摩北支部
　p042－528－2121

災害ボランティア養成講習会

a・b①10月１日㈫午後１時30分～
４時30分・田無総合福祉センター
②13日㈰午前９時～正午・都立東伏
見公園
c講義や災害ボランティアセンター設
置・運営訓練
d・e在住・在勤・在学の方・40人（申
込順）　※両日参加可能な方
i９月25日㈬までに、郵送・ファクス・
メールでjへ　※詳細はjのkへ
j西東京ボランティア・市民活動セ
ンターp042－466－3070・m info@ 
nishitokyo-vol.jp

健康マージャン教室を始めます！

a10月３日から毎週㈭（全８回）午前
９時30分～11時30分

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 d・e全日参加可能な方・40人（申込順）

g１万円
i９月15日㈰よりjの窓口で
b・jスポーツセンター
　p042－425－0505

みんなのパソコン教室（10月）

　無料体験（初心者向）３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・
p042－428－0787

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
□ITクラウド活用セミナー
a10月４日㈮①午後４時～５時30分
②７時～８時30分
c・eクラウドを活用した業務効率化
についてITツールを用いた講義・各
20人（申込順）
□西東京創業カフェ
a10月８日㈫午前10時～11時30分
c・e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・10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

いこいの森ドッグフェスタ

a10月５日㈯午前11時～午後４時
※雨天時：10月６日㈰
b西東京いこいの森公園

※ドッグラン入場には、条件がありま
す。詳細はjのkをご覧ください。
j西東京いこいの森公園パークセン
ターp042－467－2391

フレンドリーまつり同日開催
認知症相談会

a10月12日㈯午前10時～午後３時
●午前（10時～正午）  ※申込順
●午後（１時～３時）  ※当日、直接会場へ
※それぞれ定員になり次第終了
b障害者総合支援センターフレンドリー
d認知症の診断を受けているご本人、
あるいはそのご家族の方
i電話でjへ
j薫風会山田病院認知症疾患医療セ
ンターp042－461－0622

医療安全推進講演会
「歯科医療の上手なかかり方」

a10月18日㈮午後２時～４時
c中高年の方向けに、主治医と上手
に付き合うための歯科治療の基本
d小平・東村山・清瀬・東久留米・
西東京市に在住・在勤の方
i電話でjへ
b・j多摩小平保健所
　p042－450－3111（内273）

市民交流マージャン大会
（文部科学大臣賞・西東京市予選）

a10月24日㈭午後１時～５時
bスポーツセンター
d・eマージャン経験者・40人（申込順）
g1,500円
i電話・ファクスでjへ
jNPO法人健康麻将全国会（西東京市
健康応援団）p070－6454－8141・
l03－5434－9621

　９月30日㈪は「交通事故死ゼロを
目指す日」です。この運動をきっか
けに、皆さん一人一人が交通ルール
やマナーを守る習慣を身に付けて、
交通事故防止を目指しましょう。
□運動の重点
●  子どもと高齢者の安全な通行の確

保と高齢運転者の交通事故防止
●  夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車

乗用中の交通事故防止
●  全ての座席のシートベルトとチャ

イルドシートの正しい着用の徹底
● 飲酒運転の根絶
● 二輪車の交通事故防止

□交通事故に遭わないために、反射
材を着用しよう
●  車のライトなどが当たると光を反

射し、車の運転者は、反射材を着
けている人を遠くから発見するこ
とができます。

●  腕や足など動く部分に付けると、
より車両の運転者に自分の存在を
アピールできます。

●  靴のかかとや自転車の泥よけ部分
に貼るシールタイプなどがあり、
ホームセンター・日用雑貨店など
で購入することができます。▲

道路管理課op042－438－4055

世界一の交通安全都市TOKYOを目指して

秋の全国交通安全運動 ９月21日㈯～30日㈪

　東京都商工会連合会多摩観光推進
協議会は多摩北部都市広域行政圏協
議会（小平・東村山・清瀬・東久留米・
西東京市）の協力のもと、昨年度に
引き続き実施します。
　20種類以上のカードを集めて、
ゴールポイント（多摩六都科学館など）
へ行ってプレミアムカードとすてき
なプレゼントが当たる応募はがきを
手に入れよう。
c各市の観光施設やお店などを回遊
しながらカードを集める「まち歩き」

□参加方法　スタート
カードとラリー攻略ガイ
ドを入手する
※市内配布場所（田無駅・
保谷駅・ひばりヶ丘駅）
a10月20日㈰～令和２年２月９日㈰
※詳細は特設kをご覧ください。

北多摩TOKYOカードラリー 検索

j北多摩TOKYOカードラリー2019
事 務 局p03－5308－1956（平 日
午前10時～午後５時）

北多摩TOKYOカードラリー2019

環境美化一斉清掃にご協力を
a９月28日㈯
午前８時30分～10時　※雨天決行
b臨時集積所（下表参照）
　９月24日は「清掃の日」、10月１
日は「浄化槽の日」、これを結ぶ期間
が「環境衛生週間」です。
　西東京市高齢者クラブ連合会・シ
ルバー人材センターの皆さんと、環
境美化一斉清掃を実施します。

　市内の公共の場所（道路や公園など）
に捨てられたごみ（可燃・不燃ごみ、
空き缶・ビン、ペットボトル）を拾い
集め、臨時集積所にお持ちください。
　団体・個人の参加も歓迎です。環
境美化の推進にご理解とご協力をお
願いします。▲

高齢者支援課op042－438－4029▲

ごみ減量推進課p042－438－4043
□臨時集積所 ※家庭内のごみは持ち込まないでください。
谷戸イチョウ公園 南町六丁目 小林宅 保谷庁舎正面入り口
谷戸第二地区会館 田無庁舎市民広場

（エスカレーター寄り）
中町児童館

谷戸地区会館 第２えのき児童遊園
緑町三丁目都営
アパ－ト集会所

南町第一児童遊園 富士町福祉会館
向台公園東側入り口 東伏見公園

田無町七丁目
都営アパ－ト公園

北町緑地保全地域 むくのき公園
ひばりが丘北わんぱく公園 新町福祉会館

芝久保地区会館 あらやしき公園 東伏見コミュニティセンター武道場
田無駅北口第一自転
車駐車場西側出口前 住吉会館ルピナス 柳沢せせらぎ公園

結核は昔の病気と思っていませんか？
結核予防週間 ９月24日㈫～30日㈪

　結核は日本の重大な感染症であり、
年間１万5,000人程度が新たに発症
しています。結核は、早期発見・早
期治療により治すことができます。
□60歳から感染者が増加　新たに発
症した方のうち、60歳以上の方が
70％以上を占めています。体のだる
さや微熱、体重減少に注意が必要です。

□若い方も注意が必要！
若い世代の受診の遅れや、それに伴
う集団感染なども問題となっています。
□長引く咳

せき
や痰

たん
は要注意

２週間以上咳や痰が続く場合には、
医療機関を受診しましょう。▲

健康課op042－438－4037


