
平成30年３月１日号

5乳がん検診は３月31日㈯まで。早めの受診をお願いします。　◆健康課op042－438－4021

個別無料税務相談会（申込制）

a月２～３回㈬午前10時～午後４時
c税理士が相続税・贈与税・所得税な
どの相談に答えます。
※時間に制限がありますので、複雑な相
談は別途有償でご依頼ください。
ijのkをご覧ください。
b・j東京税理士会東村山支部
　p042－394－7038

特設行政相談

a３月９日㈮午前10時～午後５時（受付
４時30分まで）
c登記・年金・相続・税金・国の行政
に関する相談
b・j東京総合行政相談所
西武池袋本店７階くらしの相談コーナー
　p03－3987－0229

子育て応援とうきょうパスポート
のアプリ配信

　東京都では、中学生以下の子どもや妊
娠中の方がいる世帯に対して、企業や店
舗などが商品の割引や粉ミルクのお湯な
ど、さまざまなサービスを提供する「子
育て応援とうきょうパスポート事業」を
実施しており、アプリの配信がスタート
しました。2,000店を超える協賛店のほ
か、小児救急医療機関、自転車の一時駐
輪場といった、外出に役立つさまざまな
場所を検索することができます。
※アプリは当該事業名で検索
j東京都福祉保健局p03－5320－4115

こころといのちの講演会
ひきこもりと自殺 いかに対話するか

a３月14日㈬午後３時～５時
b都庁都議会議事堂
d都内在住・在勤・在学の方
e200人（申込順）
※詳細はjのkをご覧ください。
i氏名・電話番号・所属などを記入し、
ファクスまたはEメール
j東京都福祉保健局p03－5320－4310
l03－5338－1427

春の火災予防運動

□地域防災訓練
a３月４日㈰午前10時～午後０時30分
b（社福）悠遊（泉町３－15－28）
c消防演習・各種体験（はしご車搭乗・
煙・消火・応急救護）
□消防演習
a３月５日㈪午前10時
bダイドードリンコアイスアリーナ
c消防演習・自衛消防訓練など

j西東京消防署p042－421－0119

西東京消防少年団 団員募集

　防火・防災に関する知識・技術の取得
に加え、団体活動や奉仕活動などを通じ
て思いやりや責任感を育みます。
d・e市内在住の平成30年度新小学３
～５年生の男女・若干名
□活動　a・b毎月１回㈰午前８時30
分～正午ごろ・西東京消防署
g ● 月会費300円　●夏季キャンプ費
用6,000円程度（参加者のみ）
j事務局（西東京消防署内）
　p042－421－0119（内線322）

地域福祉活動助成団体募集

　地域福祉活動を行っている、または始
めようとしているグループや施設、民間
団体などに対して、平成30年度の活動
費を助成します。
□助成金額　上限15万円（１団体１事業まで。
助成総額60万円）
□助成期間　６月１日～翌年３月31日
□申請期間　３月19日㈪～４月20日㈮
午後５時（必着）
□審査　プレゼンテーション選考など　
※５月下旬に発表予定
ijの窓口またはkにある申請用紙を
郵送または持参
j社会福祉協議会（保谷東分庁舎）
　p042－438－3771

市民公開講座

a３月17日㈯午後２時30分～４時（２
時開場）
c脳梗塞を引き起こす心房細動～心房
細動から脳を守る抗凝固療法～
b・j田無病院
　p042－461－7225

嘱託員募集（４月１日以降）

□人数　１人
□勤務内容　厚生施設窓口業務など

□募集期間　３月１日㈭～９日㈮午後５時
※詳細はjへ
j柳泉園p042－470－1545（kあり）

一般曹候補生募集（平成31年春採用）

　自衛隊は、陸海空一般曹候補生の採用
試験を実施します。
d18歳以上27歳未満の男女
□試験日程
●１次：５月26日㈯
●２次：６月27日㈬～７月２日㈪
□受付期間　３月１日㈭～５月１日㈫
j自衛隊西東京地域事務所
　p042－463－1981

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ ※iマークがないものは、当日、直接会場へ

■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　３月５日㈪午前８時30分（★印は、２月19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 ３月８日㈭・15日㈭・16日㈮午前９時～正午

o ３月13日㈫・14日㈬・20日㈫午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n 　４月	５日㈭ 午前９時～正午

※１枠１時間o 　３月22日㈭

交通事故相談
n ★３月14日㈬

午後１時30分～４時
o 　３月28日㈬

税務相談
n 　３月	９日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　３月16日㈮

不動産相談
n ★３月15日㈭

o ★３月	８日㈭

登記相談
n ★３月	８日㈭

o ★３月15日㈭

表示登記相談
n ★３月	８日㈭

o ★３月15日㈭
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o ★３月12日㈪

行政相談 o ★３月	１日㈭
相続・遺言・成年後見等
手続相談 n 　４月	４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
■そのほかの相談

内容 日時／場所 問い合わせ

教育相談
平日午前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】平日午前９時～午後５時
p042－425－4972

不登校
ひきこもり
相談

㈪・㈬・㈮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
㈪・㈬・㈮p042－452－2244
㈫・㈭p042－438－4077

子供家庭相談
㈪～㈯午前９時～午後４時　
※㈯は電話相談のみ（正午～午後１時を除く）／
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

ひとり親相談 平日午前９時～午後４時　
※予約制 子育て支援課

（田無庁舎１階）
子育て支援課n
p042－460－9840ひとり親就業

相談
㈪～㈬・㈮午前10時～午後４時
※予約優先

女性相談
●平日午前10時～午後４時（㈭は８時まで）／
　男女平等推進センター（住吉会館ルピナス）
●㈪～㈬（第４㈫・㈬を除く）午前10時～正午／
　田無庁舎２階　※いずれも予約制

男女平等推進センター
p042－439－0075

生活保護相談
平日午前８時30分～午後５時

生活福祉課
（両庁舎１階）

生活福祉課
np042－460－9836
op042－438－4027
生活サポート相談o
p042－438－4023

生活困窮者
相談

生活サポート
相談窓口

（保谷庁舎１階）

障害福祉相談
障害の種別を問わない相談
㈪～㈯午前９時～午後６時 相談支援

センター
（フレンドリー）

相談支援センター
p042－452－0075発達障害相談　※予約制

㈪午前９時～正午
外国人相談 平日午前10時～午後４時／

多文化共生センター（イングビル）
多文化共生センター
p042－461－0381

消費生活相談 平日午前10時～正午・午後１時～４時／
消費者センター（保谷庁舎３階）　※予約制

消費者センターo
p042－425－4040

住宅増改築
相談

第１㈮午後１時30分～４時／奇数月：保谷庁舎
１階ロビー、偶数月：田無庁舎２階ロビー

住宅課o
p042－438－4052

動物相談
（西東京市獣医師会）

第３㈮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

　本市の登録手話通訳者を養成する講習会を開催します。
b障害者総合支援センターフレンドリー
d・eいずれも市内在住・在勤で下記に該当する方
① 手話未経験者 30人
② 初級または同等級修了者 25人
③ 中級または同等級修了者 25人
④ 手話講習会養成クラス修了者で、12月１日㈯の手話通訳統一試験を受験できる方 15人

i３月２日㈮～16日㈮に、ファクス・Eメールでjへ
j西東京市登録手話通訳者の会p田中090－6545－7828（午後６時～９時）・
l042－438－2275・mnishitokyoshi.shuwakou@gmail.com
	 ◆障害福祉課op042－438－4034

①初級（全36回）	４月10日からの毎週㈫午後７時～９時
②中級（全36回）	４月12日からの毎週㈭午前10時～正午
③上級（全36回）	４月12日からの毎週㈭午後７時～９時
④登録試験対策講座（全36回） ４月11日からの毎週㈬午前10時～正午

平成30年度 手話講習会


