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　市内では車上ねらいによる被害が多
発しています。
● 自動販売機やお店などにちょっと立
ち寄るときも、必ずドアロックをし
ましょう。
● 現金・貴重品・バッグなどを車内に
置いたまま車から離れないようにし
ましょう。ドアロックをしていても、
車外から現金やバッグなどが見える
とターゲットになります。

● 窓ガラスの破壊や衝撃、不正なドア
の開閉に反応する警報ブザーの設置
は効果的です。外から見えるところ
に「警報装置設置」などの表示をする
のも一つの方策です。
● 車の周りで不審な動きをしている人
を見掛けたら、迷わず110番をしま
しょう。
j田無警察署（p042－467－0110）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

車上ねらいにご注意！

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

市民向け講習会 毛糸の帽子作り

a12月12日・19日㈯午前10時～午後
４時（全２回）
bエコプラザ西東京
d18歳以上で棒針編みのできる方
e20人（申込順）
i12月１日㈫までに、jへ来所
※希望者には火・木曜日午前10時～午後
３時に、jで説明会を実施
j西東京市シルバー人材センター（保谷
東分庁舎・p042－425－6611）

西東京創業支援・
経営革新相談センターのご案内

bイングビル
❖経営（営業）セミナー（要予約）
a11月４日㈬午後３時～５時
c「二度と会いたくない営業マンが持つ
共通因子から考察した、トップセールス
マンになるための10の要件」
e30人（予定・申込順）
❖経営セミナー（要予約）
a12月２日㈬午後７時～９時
c小説「下町ロケット」にみる知財戦略
と経営戦略
e40人（予定・申込順）
❖女性のためのビジネスマッチング交流会
　女性経営者ならではの悩みなどを共有
し、和やかな雰囲気の中で新たなパート
ナー企業の発掘を行います。
a11月30日㈪午後３時～５時
e30人（予定・申込順）
j西東京創業支援・経営革新相談セン
ター（p042－461－6611）

成年後見制度講演会

a11月25日㈬午後２時～４時
b保谷こもれびホール
c東京司法書士会三多摩支会による寸

－16）　※車での来場はご遠慮ください。
e50人（申込順）
h電卓・筆記用具
i電話でjへ
j（一社）東村山青色申告会
（p042－394－4523）

市民公開講座

①虚血性心疾患とその治療
～狭心症・心筋梗塞について知ろう～
a11月９日㈪午後３時～４時
b西東京市民会館
②鼠径ヘルニアについて
a11月14日㈯午後３時～４時
b佐々総合病院
□共通事項
e各50人（先着順）　※当日、直接会場へ

劇・司法書士による講演
e200人（申込順）
i電話またはファクスでjへ
j権利擁護センターあんしん西東京
（p042－438－3776・l042－438－
3772）

文化祭

a11月13日㈮・14日㈯午前10時～午
後４時（14日は午後３時まで）
c施設利用者の作品展示・音楽療法・
体操など

b・j保谷障害者福祉センター（保谷町
１－６－20・p042－463－9861）

愛犬のしつけ教室
遊びながら気持ちを伝えるしつけの極意！

　犬のしつけを楽しく行う方法をお伝え
します。かみぐせ・無駄ぼえ・興奮ぐせ
などの相談にも個別に応じます（雨天時、
内容変更の場合あり）。
a11月28日㈯午前10時30分～正午・
午後２時～３時30分
b都立東伏見公園（東伏見１）
d・e犬と飼い主・各回20組（申込順）
※１人１頭まで。発情中（発情出血～出血
終了後３週間）の犬の参加は不可
h首輪・伸び縮みしないリード
i電話または直接jへ
※当日、空きがあれば参加可
j都立武蔵野中央公園サービスセンター
（武蔵野市八幡町2－4－22・p0422－
54－1884）

相続税の基礎講習会

　相続税や遺言信託など、税理士が説明
します。
a11月20日㈮午前10時～正午
b東村山青色申告会（東村山市本町３－８

j佐々総合病院（田無町４－24－15・
p042－461－1535）

スカイタワー西東京ブルーライト
アップ・講演会

　世界糖尿病デーに合わせ、当日の夜は
シンボルカラーのブルーを点灯します。
a11月14日㈯午後２時30分～６時
bスカイタワー西東京（芝久保町５－８
－２）
c講演「糖尿病の仕組みと治療」・パネル
ディスカッション ・点灯式ほか

e80人（申込順）
※詳細は、スカイタワー西東京kをご
覧ください。
jNPO法人西東京臨床糖尿病研究会
（p042－322－7468）

■専門相談（予約制）
□予約開始　11月４日㈬午前８時30分（★印は、10月19日から受付中）
□予約方法　希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
※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 11月12日㈭・19日㈭・20日㈮ 午前９時～正午
o 11月17日㈫・18日㈬ 午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談 n 　12月 ３日㈭
午前９時～正午

o 　11月26日㈭

税務相談 n 　11月13日㈮
午後１時30分～４時30分

o 　11月20日㈮

不動産相談 n 　11月19日㈭
午後１時30分～４時30分

o ★11月12日㈭

登記相談 n ★11月12日㈭
午後１時30分～４時30分

o ★11月19日㈭

表示登記相談 n ★11月12日㈭
午後１時30分～４時30分

o ★11月19日㈭

交通事故相談 n ★11月11日㈬
午後１時30分～４時

o 　11月25日㈬
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o ★11月 ９日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 o ★11月 ５日㈭ 午後１時30分～４時30分
相続・遺言・成年後見等
手続相談 n 　12月 ２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

v

p042－465－0823
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

中  央  

● おはなしおばさんのおはなし会　１日㈰
午前11時　
● にこにこおはなし会　５・19日㈭午前
11時／１～２歳児と保護者対象
● サンサンおはなし会　15日㈰午前11時
／３歳児から対象
● おはなし会　毎週木曜日午後３時30分
／３歳児から対象
● こころがあたたかくなる紙芝居　21日
㈯午前11時／３歳児から対象（３歳未満
は保護者同伴）／公演：はとぽっぽ
● わくわくドキドキ紙芝居スペシャル！　
29日㈰午前11時／３歳児から対象（３
歳未満は保護者同伴）／公演：みみぃちゃ
んの紙芝居
● 新町おはなしひろば　18日㈬午後３時
30分／新町児童館（新町児童館共催）／
３歳児から対象

p042－421－3060
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

 保谷駅前

● はじめてのページ　５日㈭午前11時／
下保谷児童センター（下保谷児童セン
ター共催）
● ちいさなおはなしひろば　13・27日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者対象
● おはなしひろば　13日㈮午後３時30分
／３歳児から対象
● 秋のおはなしひろばスペシャル　27日
㈮午後３時30分／３歳児から対象
● おはなしのへや　７・21日㈯午後３時
30分／５歳児～小学３年生対象

ようこそ としょかんへようこそ としょかんへ 11月
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
お問い合わせは

p042－465－9825
火～日　午前10時～午後６時

芝久保

● おはなし会　毎週木曜日午後４時

p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時

谷  戸 

● ちびっこおはなし会　４・18日㈬午前
11時／１～２歳児と保護者対象
● おはなし会　11・25日㈬午後３時30分
／３歳児から対象

p042－464－8240
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

柳  沢

● ちいさなおはなしひろば　６・13日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者対象
● わくわくドキドキ紙芝居　14日㈯午前
11時
● おはなしひろば　毎週水曜日午後３時
30分／３歳児から対象

p042－424－0264
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

 ひばりが丘  

● ちいさなおはなしひろば　６・27日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者対象
● おはなしひろばサタデー　14日㈯午前
11時／３歳児から対象
● おはなしひろば　４・18日㈬午後４時
／３歳児から対象

２日㈪・９日㈪・16日㈪・24日㈫・30日㈪

休館日

※中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書
館は、20日㈮も休館
※芝久保・谷戸図書館は、３日㈷・23日
㈷も休館
※「新町分室」のおはなしひろばは、今後も
実施します。詳細は、「中央図書館」の欄を
ご覧ください。


