
4 令和４年（2022年）３月15日号広報

凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  f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田無庁舎敷地内  o保谷庁舎敷地内

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市報に掲載されている情報などについて、
変更している可能性があります。事前にお問い合わせいただくようお願いします。

蜜蜂を飼育している方へ

　蜜蜂の飼育をする場合は、飼育の届
け出をする必要があります。毎年１月
末までまたは飼育開始日が決まった時
点で飼育届の提出をお願いします。詳
細は、東京都kをご覧ください。
j東京都農業振興事務所振興課畜産
担当p042－548－4868

していますか？ 家具類の転倒・
落下・移動防止対策

　地震はいつ起こるか分かりません。
　就寝中や高齢者、身体の不自由な
方々が、地震発生時に家具の下敷きに
なったり、食器やガラスが割れて、思
わぬ怪

け が

我をしたりしないためにも、日
頃から家具類の転倒防止などの対策を
しておくことが重要です。
　転倒防止対策器具などは、ホームセ
ンターなどで取り扱っていますので、
いざというときのために備えておきま
しょう。
□効果が高い対策
● L字金具などでタンスや食器棚を固

定する
● 天井との間にポールを突っ張って固

定する
● 食器棚の扉にストッパーをつける
● テレビの下に、ゴムマットを敷くなど

j西東京消防署p042－421－0119

「いかのおすし」で楽しい春休み！

　子どもたちを犯罪から守るため、次
の「いかのおすし」を守るように子ども
と話をしてください。また、子どもた
ちが元気に新学期を迎えられるよう、

「光らせて　人の目　親の目　地域の
目」で見守りましょう。
● 知らない人にはついて「いか」ない！
● 知らない人の車に「の」らない！
● 助けてと「お」おごえをだす！
●「す」ぐ逃げる！

● 近くのおとなに「し」らせる！
j田無警察署p042－467－0110

市民公開講座
「理学療法士による認知症の予防と対策」
～日々の生活でできる運動や気をつけること～

　認知症の予防について、さまざまな
研究結果から分かることをお伝えします。
a３月21日㈷午前10時～11時30分
※Zoomによるオンライン開催
e100人（申込順）
iメールで氏

ふ り が な

名・年齢・住所・メー
ルアドレス・電話番号を下記へ
j（公社）東京都理学療法士協会西東
京市支部p080－2091－1106
　m tanashi_rehabili@yahoo.co.jp

公園の緑の中で体づくり！
「いこいの森のパークヨガ」

a４月17日㈰、５月15日㈰、６月
19日㈰午前10時30分～11時30分　
※雨天屋内
b西東京いこいの森公園
d／e高校生以上／12人(申込順)
g１回1,200円
hヨガマット・飲み物・マスク・虫
よけ・動きやすい服装
i電話または直接jへ
j西東京いこいの森公園パークセン
ターp042－467－2391

パソコン・スマホ教室（４月）

無料パソコン体験(初心者向)
a21日㈭午後１時～４時
i往復はがきで住所・氏名・年齢・電
話番号をjへ
※そのほかの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

　おおむね４月８日㈮までは、市民課
の窓口が大変混み合うことが予想され
ます。
　特に混雑が予想される月・金曜日や
祝日明けを避けるなど、混雑の緩和に
ご協力ください。▲

市民課np042－460－9820
　　　　o p042－438－4020
□住民票異動届の手続期間
● 市外への転出…おおむね２週間前から

● 市内への転入・市内転居…引っ越し
後２週間以内

❖出張所もご利用ください
　住民票異動・印鑑登録・証明書発行
業務・マイナンバーカードに関する手
続(交付を除く)は、出張所でも取り扱っ
ています。
❖来庁の際は公共交通機関のご利用を
　市庁舎駐車場は有料です。市役所で
手続をする方は１時間まで無料です
が、混雑時に待ち時間が長くなり超過
した分は有料になります。駐車台数に
も限りがありますので、ご協力をお願
いします。

　寄附や保存樹等の所有など、市政へご協力をいただいた方々に感謝状を贈
呈しました。　※五十音順　　　　　

▲

秘書広報課np042－460－9803
✿裏千家教授和心庵 折元宗和 様
✿奥山建設㈱代表取締役 奥山富雄 様
✿金子金也 様
✿久我曉子 様
✿シチズン時計㈱ 様
✿㈲ジャパン・コーディネーター代
表取締役 足羽博史 様
✿西武信用金庫理事長 髙橋一朗 様
✿（公社）全日本不動産協会東京都本
部多摩北支部 様
✿㈱多摩商工代表取締役 鎌田忠詞 様
✿㈱東栄住宅代表取締役 佐藤千尋 様
✿東京保谷ロータリークラブ 様
✿西東京市建災防協会 様
✿西東京市障がい者福祉をすすめる会 様
✿（一社）西東京市伝統文化育成会理

事長 折元和子 様
✿（一社）西東京市文化芸術振興会 様
✿西東京市碧山サッカークラブ 様
✿貫井とよ子 様
✿貫井麻衣 様
✿㈱ノジマ代表執行役社長 野島廣司 様
✿原田産業㈱ 様
✿保谷文樹 様
✿本田史朗 様
✿（公財）三菱UFJ環境財団理事長 沖原隆宗 様
✿㈱三菱UFJ銀行田無支店 様
✿宮﨑啓子 様
✿明治安田生命保険相互会社武蔵
野支社支社長 宮崎達矢 様
✿保井美樹 様
✿匿名５人

感謝状を贈呈しました

　人権侵害・偏見や差別・近所付き
合いでの悩み事など人権擁護委員が
市民の皆さんの相談をお受けします。
a３月23日㈬ ● 午前９時～正午　
● 午後１時～４時

b田無庁舎２階
i電話で下記へ▲

協働コミュニティ課n
　p042－420－2821

人権・身の上相談

■お詫びと訂正
市報３月１日号６面掲載の「トレーニングマシンで健康増進！」の記事におけ
る、下保谷福祉会館の実施曜日に誤りがありました。
正しくは次のとおりです。お詫びして訂正します。
正）下保谷福祉会館：㈪午前・㈭午後

年度末・年度始めは市民課窓口が混雑します年度末・年度始めは市民課窓口が混雑します

□申込開始　３月18日㈮午前８時30分（★印は、３月４日から受付中）
□申込方法　市民相談室（田無庁舎２階）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市民相談室np042－460－9805

内容 相談方法 日時

法律相談 電話・対面
３月23日㈬・24日㈭、４月1日㈮・８日㈮午前９時～正午

３月25日㈮、４月5日㈫・６日㈬午後１時30分～４時30分

交通事故相談 電話・対面
★３月22日㈫ 午前９時～11時30分

４月7日㈭ 午後１時30分～４時
税務相談 電話・対面 ４月13日㈬ 午前９時～正午

不動産相談 電話・対面
★３月25日㈮ 午前９時～正午

４月14日㈭ 午後１時30分～４時30分

登記相談 電話・対面
４月6日㈬ 午前９時～正午

４月21日㈭ 午後１時30分～４時30分
表示登記相談 電話・対面 ４月21日㈭ 午後１時30分～４時30分
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 電話・対面 ４月11日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 電話・対面 ※４月15日号でお知らせします。
相続・遺言・
成年後見等手続相談 電話・対面 ※４月１日号でお知らせします。

無料市民相談
■一般市民相談

場所 日時
市民相談室（田無庁舎２階） ㈪～㈮　午前８時30分～午後５時
■専門相談（申込制）　※１枠30分
　専門相談は、広く市民の皆さんにご利用いただくためのもので、専門家が一緒に解決
の糸口を探すものです。

　新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで、電話または対面での相談を行ってい
ます。なお、今後の状況によって、相談方法の変更や相談休止となる可能性があります
ので、最新の情報はお問い合わせください。

■社会教育委員の会議
a３月25日㈮午後２時
b田無第二庁舎５階

審議会など

c地域学校協働活動
e２人▲

社会教育課n p042－420－2831

マスクの着用や手洗い・手指消毒などにご協力をお願いします。
また、咳

せき
や発熱など、体調不良の方は傍聴をご遠慮ください。

傍 聴

❖お近くの市民課窓口をご利用ください
　現在、旧保谷庁舎は解体工事中ですが、防災・保谷保健福祉総合セン
ター１階にて、市民課は開庁しています。ぜひご利用ください。
□待合状況公開サービス
　市民課（田無庁舎２階、防災・保谷保健福祉総合センター１階）での受
付待ち人数と呼び出し中の番号を、パソコン・スマートフォンなどで確
認できるサービスです。ご自宅や外出先でも窓口の待ち人数などの混雑
状況を確認できますので、ぜひご活用ください。
□対象窓口 ● 田無庁舎２階

（市民課）
● 防災・保谷保健福祉

総合センター１階
　（市民課）

□市公式LINEからも混雑状況が確認できます！
　右記QRコードから友だち登録をして、ぜひご活用ください。


