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□受付期間　９月７日晶～２８日晶
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札４６３－１９８１）

 新規開業者・青色申告者の　　
無料記帳相談会

　時 ９月１９日昌午前１０時～午後３時
　場 ①東京あぐり農業協同組合田無支
店②保谷庁舎東分庁舎
※相談内容により、帳簿・領収書等を
お持ちください。車での来場はご遠慮
ください。
　HP 　http://www.aoiro.or.jp/e-murayama/
　問 鋤東村山青色申告会
（札０４２－３９４－４５２３）

■柳橋保育園から

□園庭開放　毎週水曜日①午前９時
３０分～１１時②午後１時～３時
□散歩　９月１９日昌、１１月１４日昌／
園児と一緒にお散歩へ行きましょう・
親子１０組／要電話予約
□試食参観　１１月１６日晶／栄養士の
お話し・親子５組／要電話予約
※詳細は、園の掲示板にて随時お知
らせします。なお、対象は未就園児と
保護者の方です。
　問 柳橋保育園（札４６１－３６７３）

■行方不明者相談所の開設

　ご家族で家を出たまま全く音信が無
い等、行方不明の方がいらっしゃいまし
たら、この機会に是非ご相談ください。
　時 ９月１日松～３０日掌午前９時～午
後４時３０分（土・日・祝日も開設）
　場 ①千代田区霞ヶ関２－１－１
警視庁本部庁舎１階身元不明相談室
（札０３－３５９２－２４４０）
②台東区浅草２－３－１
浅草警察署観音前警備派出所
（札０３－３８７１－０１１０　内線５４１０）
③警視庁田無警察署鑑識課 　問 も同じ
（札４６７－０１１０　内線３４７２）

□更新窓口　①田無駅前アスタ２階
センターコート　②保谷庁舎２階
※更新申込書に個別に指定。
□持参するもの　①シルバーパス更
新申込書②住所・氏名・生年月日が確
認できる身分証明書（保険証・運転免
許証等）③現在使用中のシルバーパ
ス④その他ア～ウの該当する項目の
書類をあわせてご持参ください。
ア・１９年度市民税が非課税の方…
１，０００円と「１９年度介護保険料納入通
知書」の所得段階区分欄に１～４の
記載があるもの、１９年度住民税非課
税証明書、生活保護受給証明書のい
ずれか
イ・税制改正により１８年度から市民税
が非課税から課税となった方で、１８年
度のパスを経過措置により１，０００円で
取得された方…１，０００円と「１７年度介
護保険料納入通知書」の所得段階区
分欄に１～３の記載があるもの、１７
年度住民税非課税証明書のいずれか
ウ・１９年度市民税が課税の方… 
２０,５１０円
　問 鋤東京バス協会シルバーパス専用
電話（札０３－５３０８－６９５０）／東京都
福祉保健局在宅支援課臨時案内電話
（札０３－５３２０－４１７７ ※９月２８日晶ま
で開設）いずれも土・日曜日、祝日を
除く、午前９時～午後５時

 平成２０年春入校防衛大学校・　
防衛医科大学校学生募集

　防衛大学校は４年、医科大学校
は６年で、在学の間は学生手当・期
末手当が支給されます。卒業後は、
幹部自衛官または医師として勤務
□応募資格
来春１８歳高卒（見込みを含む）以上
２１歳未満の男女
□第１次試験
防衛大…１１月１０日松・１１日掌
防衛医大…１１月３日抄・４日掌

■西東京創業支援相談センターから

□特別相談日（無料）
　９月の中小企業診断士等による特
別相談日は、次のとおりです。
虚３日捷②５日昌③６日昭④１０日捷
⑤１１日昇禦１４日晶魚１９日昌⑧２１日晶
⑨２５日昇⑩２７日昭供２８日晶
午後１時３０分～４時３０分
（虚禦魚供は午前９時３０分から）
□夜間相談（要予約・無料）
⑫５日昌⑬１０日捷⑭２１日晶⑮２５日昇
午後６時～９時
□経営講習会（要予約・無料）
　「独立開業に関する基礎知識」
（２日間コース）
　時 ９月１３日昭・１４日晶午後７時～９時
□パソコン講習会（要予約・有料）
　時 ９月１８日昇・１９日昌・２０日昭の１
日のみ。時間等は問合せください。
　￥ １，０００円
□空き店舗情報を募集
　空き店舗をお持ちの大家さん等は
ご連絡ください。
□パソコンの利用（有料）
　創業・開業を考えている方は、当
センターのパソコンを使用できま
す。
　￥ １時間２００円
　場 南町５－６－１８イングビル１階
西東京創業支援相談センター
（札４６１－６６１１予約等）
　HP  http://www10.ocn.ne.jp/̃tanasi-s/
　問 西東京商工会（札４６１－４５７３）

■シルバーパス一斉更新

　有効期限が９月３０日までのシルバ
ーパスをお持ちの方で、引き続き利
用する場合、更新手続きが必要で
す。
□更新期間　９月３日捷～２８日晶
※土・日曜日、祝日は休み。郵送さ
れた更新申込書に個別に指定。

 平成１９年度（後期）　　　　　
地域福祉活動助成団体募集

　対 地域住民との交流活動を実施して
いるか、これから活動を始める下記
の団体
①市内障害者福祉施設
②市内で活動する障害者支援グルー
プ・団体等
□助成枠　①事業助成
　　　　　②新規立ち上げ助成
□助成額　上限５万円
　　　　　（助成総額５０万円）
　申 西東京市社会福祉協議会または　HP 
にある申請用紙に必要事項を記入し、
９月１４日晶までに直接社会福祉協議
会窓口へ
□審査・決定　助成事業選考委員会
にて選考し、１０月初旬に発表予定。
　HP 　http://www.furemachi.jp/
　問 西東京市社会福祉協議会助成金担当
（札４３８－３７７１）

■傾聴ボランティア講座

□講義と体験ワーク　１０月３日～１２
月１２日までの水曜日（１１月２８日を除
く）午前９時３０分～１１時３０分
□体験実習　１１月２２日～３０日の数日
（体験実習を含め、全回出席のこと）
　場 田無総合福祉センター
　対 講座修了後にボランティアとして登
録、月２回程度活動できる方・３０人
（応募者多数の場合は抽選）
　内 ①講義②体験ワーク（役割演技実
習）③体験実習・講評
　￥ ７,０００円（保険３００円別）
　申 往復はがきに、住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・講座名・参加動機を記
入し、９月１０日捷（必着）までに、下記
住所へ郵送
　問 西東京ボランティア・市民活動セン
ター（１８８－００１１田無町５ー５ー１２
札４６６－３０７０）

問い合わせ場　　所日　　　　時内　　　　容

消費者センター
（札４２５－４０４０）

毎週月～金曜日
午前１０時～正午
午後１時～４時

消費生活相談

都市計画課
（札４３８－４０５１）

田無庁舎２階ロビー９月７日晶・１０月５日晶
午後１時３０分～４時住宅増改築相談

保谷庁舎１階ロビー

環境保全課
（札４３８－４０４２）

田無庁舎２階ロビー９月１９日昌
午後１時３０分～２時３０分

動 物 相 談
（西東京市獣医師会） 保谷庁舎１階ロビー

子ども家庭支援センタ
ー（札４５１－０６００）
相談専用電話
（札４５１－０８０８）

コール田無３階子ども
家庭支援センター相談室

毎週火～土曜日
午前９時～午後４時
※９月１８日昇・２５日昭は振替
休日

子ども家庭相談
（電話・面接）

田無庁舎　子育て支援課（札４６０－９８４０）
※事前に電話予約をしてください

毎週月～金曜日
午前９時～午後４時母 子 相 談

教育相談センター
（札４３８－４０７７）
電話相談

（札４２５－４９７２）

保谷庁舎４階
毎週月～金曜日
午前９時～午後５時教 育 相 談 田無庁舎５階

（予約のみ）

悩みなんでも相談
（札４５０－０２２２）
カウンセリング
（札４５０－０２２２）
生活文化課

男女平等推進係
（札４５０－００５５）

市民会館２階相談室
　月・火曜日は午後１時～
２時は休み。金・土曜日は
正午～午後１時は休み。
※いずれも予約優先。受付
時間は相談終了時刻の３０分
前までです。外出が難しい
方には電話でのカウンセリ
ングにも応じます。

月・火・金曜日
午前１０時～午後４時
木曜日午後３時～８時

悩みなんでも
相 談
（電話・面接）

女

性

相

談

水曜日午後３時～８時
土曜日午前１０時～午後４時

カウンセリング
（ 面 接 ）

（札４３８－１１００）９月４日耳鼻科・１１日内科・１８日産婦人科・２５日内科
いずれも火曜日　午後１時３０分～２時３０分

電話医療相談
（西東京市医師会）

（札４６６－２０３３）９月７日・１４日・２１日・２８日
いずれも金曜日　午後０時３０分～１時３０分

電話歯科相談
（西東京市歯科医師会）

場所日　　　　時内　　　　容
田・保毎週月～金曜日午前８時３０分～午後５時一 般 市 民 相 談

田
９月１３日昭・２０日昭・２１日晶
午前９時～正午
※２０日は女性弁護士による相談法 律 相 談

専
門
相
談
（
予
約
制
）

保
９月１２日昌・１８日昇・１９日昌
午後１時３０分～４時３０分
※１８日は女性弁護士による相談

田★９月６日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保　９月２７日昭　午前９時～正午

田　９月１４日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　９月２１日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　９月２０日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保★９月１３日昭　午後１時３０分～４時３０分
田★９月１３日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保　９月２０日昭　午後１時３０分～４時３０分
田★９月１３日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保　９月２０日昭　午後１時３０分～４時３０分
田★９月１２日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保　９月２６日昌　午後１時３０分～４時３０分

保★９月１０日捷　午後１時３０分～４時３０分年金・労災・雇用
保険・人事一般相談

田　９月２１日晶　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

保★９月６日昭　午後１時３０分～４時３０分

保★９月１４日晶　午後１時３０分～４時３０分相続・遺言・成年
後見等手続相談

■専門相談の予約開始　９月５日昌午前８時３０分～
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 （★印は、８月１７日から受付中）
　相談を希望する庁舎の市民相談室に直接または電話で申し込んでください。なお
予約開始日には窓口および電話が込み合い、電話がつながりにくくなることがあり
ますが、ご了承ください。
■予約・問合せ 円円 　田 …田無庁舎２階市民相談室（札４６０－９８０５）　　　　　　
 円円円円円円円円円円 　保 …保谷庁舎１階市民相談室（札４３８－４０００）　　　　　　


