
5

平成27年２月１日号

往復はがきによるお申し込みの際は、記載面のお間違いや、返信用の宛先記入漏れなどにご注意ください。

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

西東京市勤労者福祉サービスセン
ター会員募集

　当センターは、市内の中小企業・勤労
者・事業主の皆さんの福利厚生を担って
います。会員になると、人間ドック受診
料の補助をはじめ、コンサートなどのチ
ケットあっせん、バスツアーや講習会な
ど、さまざまな事業が格安で利用できま
す。また、共済給付事業も充実していま
す。
d①市内の中小企業（従業員300人以
下）の事業主と従業員、パートの方、商
店主などの自営業の方や一緒に働いてい
るご家族（事業所単位での入会）　②市内
に居住し、市外の中小企業で働く事業主
と従業員
g入会金300円・月会費500円（１人当
たり）
※事業主が負担する入会金と会費は、税
法上、必要経費として処理できます。
j西東京市勤労者福祉サービスセン
ター（p042－464－1311内線2897）

西東京創業支援・
経営革新相談センターのご案内

❖特別相談（要予約）
　中小企業診断士などが、創業・経営全
般の悩みや相談に個別に対応します。
❖ビジネスマッチング交流会（要予約）
a２月20日㈮午後７時～９時
e30人（予定・申込順）
cビジネスは人とのつながりから生ま
れる
❖創業セミナー（要予約）
a２月21日㈯午前10時～正午
e30人（予定・申込順）
cビジネスプラン ブラッシュアップ
❖経営セミナー（要予約）
a３月４日㈬午後７時～９時
e30人（予定・申込順）

７時間）
□報酬　時給890円
□試験（面接）日　２月20日㈮
※書類選考の合格者のみ。詳細は別途連絡
□募集期間　２月10日㈫午後５時までに、
履歴書をjへ持参（土・日曜日を除く）
※履歴書は返却不可
j西東京市社会福祉協議会（中町１－６－
８保谷東分庁舎内・p042－438－3771）

ふれまち助け合い活動シンポジウム

　ふれまち助け合い活動は、ご近所の助
け合いの範囲でちょっとした困り事を解
決するしくみです。地域で助け合って、
住みやすいまちにしていきましょう。
a２月22日㈰午後１時30分～４時30分
b障害者総合支援センターフレンドリー
c講演・先進市の活動やふれあいのま
ちづくり住民懇談会の活動の事例報告
i２月17日㈫午後５時までに、電話・
ファクス・Eメールで、住所・氏名・電
話番号を添えてjへ
j西東京市社会福祉協議会（p042－
438－3771・l042－438－3772・
m furemachi20@n-csw.or.jp）

都立特別支援学校による販売会

　教育活動の中で製作した陶芸製品・布
製品・食品などを展示・販売します。
a２月21日㈯午後１時～３時（売り切れ
次第終了）
b障害者総合支援センターフレンドリー
j都立田無特別支援学校
（p042－463－6262）

下水道モニター募集

cアンケートの回答・施設見学会への
参加など

□資格　①都内在住で、満20歳以上の

c知って得する補助金・助成金の活用
の仕方＆説明会
※セミナー会場は、いずれもイングビル３階
❖創業資金融資あっせん制度事前診断
　当制度の申し込み時には、経営診断と
創業計画書の作成が必要です。ご予定の
ある方はお問い合わせください。
j西東京創業支援・経営革新相談セン
ター（p042－461－6611）

シルバー人材センター体験講習会
「家事を楽しく♪楽々お掃除」

　定年退職後の働き方を考えてみませんか。
a３月18日㈬午後０時15分～４時30分
b国分寺労政会館（国分寺市南町３－22
－10）
d市内在住で、原則60歳以上のシルバー
人材センター未入会の方
e20人（申込多数の場合は抽選・当選者
のみ通知）
i２月27日㈮（必着）までに、はがき・
ファクス・Eメールで、講習名・住所・
氏名（ふりがな）・性別・生年月日・年齢・
電話番号を明記し、jの「シルバー講習
担当」係へ
j東京しごと財団（〒102－0072千代
田区飯田橋３－10－３・p03－5211
－2326・l03－5211－2329・m sc_
kousyu@shigotozaidan.or.jp）

生きがい推進補助員（臨時職員）募集

□採用日　４月１日㈬
□勤務地　市内福祉会館・老人福祉センター
□募集人員　若干名
□資格　パソコンの入力ができる方
□業務内容　福祉会館や老人福祉セン
ターでの事務・作業・窓口相談業務など

□勤務日時　月～土曜日の週２～４日程
度（勤務場所により異なる）、午前８時
30分～午後５時の間で２シフト制（実働

■専門相談（予約制）
i２月３日㈫午前８時30分から希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
（★印は、１月19日㈪から受付中）
※予約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n（p042－460－9805）
 保谷庁舎１階市民相談室o（p042－438－4000）

内容 場所 日時

法律相談
n ２月12日㈭・19日㈭・20日㈮午前９時～正午

o
２月10日㈫・17日㈫・18日㈬
午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談 n 　3月  5日㈭ 午前9時～正午
o 　2月26日㈭

税務相談 n 　2月13日㈮ 午後1時30分～4時30分
o 　2月20日㈮

不動産相談 n 　2月19日㈭ 午後1時30分～4時30分
o ★2月12日㈭

登記相談 n ★2月12日㈭ 午後1時30分～4時30分
o ★2月19日㈭

表示登記相談 n ★2月12日㈭ 午後1時30分～4時30分
o ★2月19日㈭

交通事故相談 n ★2月18日㈬ 午後1時30分～4時
o 　2月25日㈬

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n ★2月  9日㈪ 午後1時30分～4時30分

行政相談 n ★2月20日㈮ 午後1時30分～4時30分
相続・遺言・
成年後見等手続相談 o 　3月13日㈮ 午後1時30分～4時30分

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室　n・o 月～金曜日　午前８時30分～午後５時

無料市民相談
■そのほかの相談

内容 日時／場所 問い合わせ

教育相談
月～金曜日　午前９時～午後５時／
保谷庁舎４階・田無庁舎５階　※予約制

教育支援課o
（p042－438－4077）

【電話相談】月～金曜日　午前９時～午後５時
（ 042－425－4972）

不登校
ひきこもり
相談

月・水・金曜日　午前９時～午後５時／
Nicomoルーム（西原総合教育施設）
【電話相談】午前９時～午後５時
月・水・金曜日（ 042－452－2244）
火・木曜日（ 042－438－4077）

子供家庭相談
月～金曜日　午前９時～午後４時／
子ども家庭支援センター（住吉会館ルピナス） 子ども家庭支援センター

（p042－439－0081）【電話相談】月～土曜日　午前９時～午後４時

ひとり親相談 月～金曜日　午前９時～午後４時／
子育て支援課（田無庁舎１階）　※予約制

子育て支援課n
（p042－460－9840）

女性相談
月・火・金・土曜日　午前10時～午後４時
水・木曜日　午前10時～午後８時／
パリテ（住吉会館ルピナス）　※予約制

男女平等推進センター
（p042－439－0075）

生活相談 月～金曜日　午前８時30分～午後５時／
生活福祉課（両庁舎１階）

生活福祉課
n（p042－460－9836）
o（p042－438－4027）

障害福祉相談

障害の種別を問わない相談
月～金曜日　午前９時～午後６時30分
土曜日　　　午前９時～午後０時30分 相談支援センター・

えぽっく
（p042－452－0075）

発達障害相談　※予約制
日曜日　　　午前９時～午後０時30分
いずれも、相談支援センター・えぽっく（フレンドリー）

外国人相談 月～金曜日　午前10時～午後４時／
多文化共生センター（イングビル１階）

多文化共生センター
（p042－461－0381）

消費生活相談 月～金曜日　午前10時～正午・午後１時～４時／
消費者センター

消費者センター
（p042－425－4040）

住宅増改築
相談

第１金曜日　午後１時30分～４時／
田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１階ロビー

都市計画課o
（p042－438－4051）

動物相談
（西東京市獣医師会）

第３金曜日　午後１時30分～２時30分／
田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１階ロビー

環境保全課
（p042－438－4042）

方（４月１日現在）　②ホームページの閲
覧とEメールの送受信ができる方
※公務員・島しょ在住者・過去にモニター
を経験した方を除く
□募集人数　1,000人程度（申込多数の
場合は選考）
□任期　４月１日から１年間
□謝礼　回答数に応じ図書カード
i２月27日㈮までに、東京都下水道局kから

※詳細は、東京都下水道局kをご覧く
ださい。
j東京都下水道局総務部広報サービス
課（p03－5320－6693）

東京都消費生活調査員募集

c次のA～Cのいずれかの調査と、消費
生活に関する情報提供
A JAS法などに基づく食品の表示状況の
店舗での調査　B 景品表示法などに基づ
く商品やサービスの表示・広告の調査　
C 調査員が日常生活で購入した生鮮食
品などの内容量の調査
※A（全て）・B（１回）は店舗に出向き、
店主などの了解を得て実施
□応募要件　都内在住の20歳以上（４月
１日現在）で、消費生活に関心を持つ方
（地方公務員を除く）
□募集人数　500人
□任期　委嘱日～平成28年３月31日
□謝礼　調査・研修会出席の実績による
i２月22日㈰（消印有効）までに、住所・
氏名（ふりがな）・性別・年齢（４月１日
現在）・職業・電話番号・希望の調査区
分（A～Cの１つ、または順位をつけて複
数）・情報の入手先（市報など）・応募動機
（300～400字程度）を明記しjへ郵送
※東京くらしWEBkにあるバナー「消
費生活調査員募集中」からも可
j東京都生活文化局消費生活部企画調整
課消費者情報係（〒163－8001新宿区西
新宿２－８－１・p03－5388－3076）


