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■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　８月６日㈪午前８時30分（★印は、７月18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 ８月９日㈭・17日㈮午前９時～正午

o ８月８日㈬・14日㈫・21日㈫午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n 　９月	６日㈭ 午前９時～正午

※１枠１時間
o 　８月23日㈭

交通事故相談
n ★８月	８日㈬

午後１時30分～４時
o 　８月22日㈬

税務相談
n 　８月10日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　８月17日㈮

不動産相談
n ★８月16日㈭

o ★８月	９日㈭

登記相談
n ★８月	９日㈭

o ★８月16日㈭

表示登記相談
n ★８月	９日㈭

o ★８月16日㈭
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n ★８月13日㈪

行政相談 n ★８月17日㈮
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o 　９月14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

８月の薬湯 ～ハッカ湯～

c夏の疲れた肌を爽やかに引き締めます。
夏休み特別企画くじ引き抽選会も開催
a８月５日㈰
※小学生以下は入浴無料（保護者同伴）
b庚申湯・松の湯・みどり湯・ゆパウザ
j西東京市公衆浴場会
　庚申湯p042－465－0261

FC東京「AJINOMOTO Day」
親子ペアでご招待！

　試合観戦のほか、イベントも多数企画！
a９月２日㈰午後７時
FC東京 対 サガン鳥栖（ホーム自由席）
b味の素スタジアム（飛田給駅）
d在住の小学生親子ペア
e200組400人（申込多数は抽選）
i８月12日㈰までに、fctokyo4@am.	
mdに空メールを送信し、自動返信され
るURLから必要事項を入力（子ども１人

しまったら…。その命を救うため、救
急車到着までにできることがあります。
この機会に応急手当てを学びませんか。
a９月９日㈰午前９時～正午
b防災センター
c普通救命講習・救急隊活動展示・
救急業務に関するポスターなど資料展
示と広報
e60人
g1,400円（初講習）・1,200円（再講習）
i９月７日㈮までにjへ
※認定証の当日交付は８月31日㈮受付分まで

j西東京消防署p042－421－0119

マンション耐震セミナー

c①講演　②個別相談会
a９月15日㈯午後１時～５時
b都庁都議会議事堂
dマンションの管理組合役員・区分
所有者・管理会社など

e①250人　②30組（いずれも申込順）
i事務局kから

j東京都マンション課
　p03－5320－4944

平成31年春入校 
防衛大学校学生募集

d高卒（見込み含む）21歳未満の者
□試験申込　
●総合選抜・推薦：９月５日㈬～７日㈮
●一般：９月５日㈬～28日㈮
□試験日程　●総合選抜：９月22日㈯
●推薦：９月22日㈯・23日㈰
●一般：11月10日㈯・11日㈰
j自衛隊西東京地域事務所
　p042－463－1981

東京都子育て支援員研修（第２期）

c保育や子育て支援分野の各事業に
従事するうえで必要な知識や技能など
を有する「子育て支援員」の養成研修
□コース　①地域保育　②地域子育て
支援　③放課後児童　④社会的養護
※詳細は各jへ
i８月１日㈬～15日㈬（必着）

につき１通まで）
□チケットのお渡し　
８月17日㈮以降に結果をメールで通
知します。
※発券手数料は当選者負担
jFC東京p03－3635－8960　

複式簿記講習会（全８回）

　簿記３級程度の知識習得を目指す、
税理士による講習会です。
a９月４日～27日の㈫㈭午前10時～
正午（車での来所はご遠慮ください）
e30人（申込順）
h電卓・筆記用具
i８月３日㈮から電話でjへ
b・j（一社）東村山青色申告会（東村
山市）p042－394－4523

救命講習市民大会

　大切な家族や友人が目の前で倒れて

j①（公財）東京都福祉保健財団
　p03－3344－8533　
②③㈱東京リーガルマインド
　p03－5913－6225
④ヒューマンアカデミー㈱
　p03－5348－2039
● 	そのほか研修全般…東京都少子社会
対策部計画課p03－5320－4121

三鷹の森ジブリ美術館  抽選でご招待

a10月１日㈪（午前10時・正午・午
後２時・４時）
d西東京・武蔵野・小金井・調布・
府中・三鷹市に在住の方
e600組（４人１組）　
※１人での申込も可
i８月15日㈬（必着）までに、はがき
で代表者の住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・電話番
号、入館者全員の氏名・年齢、希望入
館時間をjへ
※当選者には９月中旬に招待状を送付。
抽選結果の返信を希望する場合は、往
復はがきで申込（電話での当否確認は
不可）
※３歳以下は人数に含みません（名前・
年齢をご記入ください）。
※同一グループによる複数枚の申込や
記載事項に不備がある場合は無効
j三鷹市芸術文化課〒181－8555三
鷹市野崎1－1－1
　p0422－45－1151（内線2912）

西東京創業支援・
経営革新相談センターのご案内

□ITセミナー
a８月９日㈭①午後３時～５時
②５時30分～７時30分
bイングビル
c販売促進・顧客確保に関する講義
①Facebook・インスタグラム
②検索エンジン対策
e各30人（先着）　※片方のみの受講可
i・j西東京創業支援・経営革新相談
センターp042－461－6611

お役立ちガイド 他機関からのお知らせ

資源物の無料持込回収

a８月５日㈰午前９時～正午
bエコプラザ西東京　
会場で、右の資源品を無料で回収します。
受付までご持参ください。
※環境保護のため、徒歩・自転車での来場
にご協力ください。
※当日、地元産の野菜の販売、茶わんのリ
サイクル、猫の里親探し・譲渡会があります。
※メダルプロジェクトは、ごみ減量推進課
窓口でも随時受付▲

ごみ減量推進課p042－438－4043

プラスチック
製品

バケツ・ポリタンク・
プランター・
かご・ごみ箱など

陶磁器食器
（ごみ資源化
市民会議主催）

茶わん・皿・小鉢・湯
飲み

（ガラス・花瓶・土鍋・
自作品は回収不可）

都市鉱山から
つくる！
みんなの
メダル

プロジェクト
※

携帯・スマホ・電子辞書・
カーナビ、デジカメ・
ビデオカメラ、携帯音
楽（CD・MDを含む）プ
レーヤー、携帯ゲーム機、
ACアダプターなどの
コード類

「りさいくる市」フリーマーケット出店者募集
a９月２日㈰午前９時～正午
b田無庁舎市民広場　※雨天中止
□出店資格　成人で在住の個人・団
体（業としている方を除く）
□募集区画数　65区画（１区画約
3.5㎡）
※出店場所の選択は不可
i８月10日	㈮（消印有効）までに、

往復はがきで参加者全員の氏
ふり

名
がな

、代
表者の住所・年齢・電話番号、出店
物（衣類・雑貨など）を〒202－0011
泉町３－12－35ごみ減量推進課へ
※１世帯１通。申込多数は抽選
※飲食物・動植物の販売は不可▲

ごみ減量推進課
　p042－438－4043

都営住宅の入居者募集
❖東京都直接募集
●家族向（ポイント方式）…1,290戸
● 	単身者向・単身者用車いす使用者
向・シルバーピア…411戸

□案内・申込書配布
a８月１日㈬～９日㈭（平日のみ）
b田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎
１階総合案内・出張所
※都庁・区市町村窓口・jでも配布
※申込書などは、募集期間中のみ
jのkからもダウンロード可
i８月13日㈪（必着）までに、申込
書を渋谷郵便局へ郵送

j東京都住宅供給公社都営住宅募集
センター（案内配布期間中p0570
－010－810、 そ れ 以 外p03－
3498－8894）
❖西東京市地元募集
●二人世帯向シルバーピア…１戸
□案内・申込書配布
a８月23日㈭～31日㈮（平日のみ）
b田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎
１階総合案内・出張所
i９月５日㈬（必着）までに、〒202
－8555市役所住宅課へ郵送▲

住宅課op042－438－4052


