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？お困りのとき？お困りのときにに　無料相談！無料相談！
問合せ場　　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
１０月5日晶・11月2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
１０月17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          　
※１０月９日昇は振替休日

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）１０月2日眼科・９日内科・１６日外科・２３日耳鼻科・
３０日小児科  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）１０月５日・１２日・１９日・２６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
１０月１１日昭・１８日昭・１９日晶
午前９時～正午
※１８日昭は女性弁護士による相談

法 律 相 談

専
門
相
談
（
予
約
制
）

保
１０月１６日昇・１７日昌・２３日昇
午後１時３０分～４時３０分
※２３日昇は女性弁護士による相談

田　１１月１日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保　１０月２５日昭　午前９時～正午

田　１０月１２日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　１０月１９日晶　午後１時３０分～４時３０分

田　１０月１８日昭　午後１時３０分～４時３０分
不 動 産 相 談

保★１０月１１日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★１０月１１日昭　午後１時３０分～４時３０分
登 記 相 談

保　１０月１８日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★１０月１１日昭　午後１時３０分～４時３０分
表示登記相談

保　１０月１８日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★１０月１０日昌　午後１時３０分～４時３０分
交通事故相談

保　１０月２４日昌　午後１時３０分～４時３０分

田　１０月１５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　１０月１９日晶　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

保★１０月４日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★１０月３日昌　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　１０月４日昭午前８時３０分から（★印は、９月１９日昌か
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）　　　　　　

お役立ちガイお役立ちガイドド

時３０分／　場 高齢者センターきらら
／　対 ５０歳以上／　定 ２０人（申込順）／
　￥ ３００円（材料費）／　講 向畑あずみさ

ん

（栄養士）／□メニュー　萩ご飯、秋
鮭のレモン醤油焼きほか３種／□持
ち物　エプロン、ふきん、台ふきん、
三角巾、筆記用具／　申 １０月１３日松ま
でに電話で／　問 高齢者センターき
らら（札４５１－１２００）

■保谷苑文化祭・バザー開催

□わくわく音楽祭／１０月２８日掌
□作品展示／２８日掌～１１月４日掌
□保谷苑ふれあいバザー
１１月４日掌午前１１時３０分～午後２時
※バザー用品の提供をお願いします
　問 保谷苑文化祭実行委員会・森谷　
　（札４２３－５００２）

■緑寿園文化祭・バザー

　時 １１月１日昭～３日松午前１０時３０分
～午後３時／　場 緑寿園・ケアセンタ
ー／　内 利用者の作品展、活動紹介、
作品販売、バザ－、模擬店
～バザー用品提供のお願い～
食品、衣類を除いた日用生活用品の
新品／　問 緑寿園ケアセンター
（札４６２－１２０６）

■いきいきさんデー‘０７

　時 １０月１４日掌午前１０時～午後３時／
　場 東京老人ホーム／　内 ハンドベル
演奏とお話し（午後１時３０分）、マジ
ックショ－、施設見学会、模擬店等
／※車での来場はご遠慮を／　問 東
京老人ホーム・実行委員会事務局　
（札４６１－２２３０）

■法テラス無料法律相談会（予約制）

　時 １０月１６日昇午後１時３０分～４時３０
分／　場 田無庁舎市民相談室／　申 ・　問 
法テラス多摩（札０５０３３８３－５３１０）

■平成２０年度私立幼児教育機関園児募集

□用紙配布　１０月１５日捷から／　問 
たんぽぽ幼児クラブ（札４６７－９７７４）

■１０月は労働保険適用促進月間

～労働保険（労災保険・雇用保険）
の手続きはお済ですか？～
　労働保険は、業務災害、通勤災害の
場合や、労働者が失業した場合等の
保険制度です。労働者を雇用する事
業主は、手続きを行ってください。
　問 ハローワーク三鷹（三鷹公共職業
安定所）雇用保険課（札０４２２－４７－
８６２３）、三鷹労働基準監督署労災課
（札０４２２－４８－１１６１）

■東京都シルバーパスの発行

　満７０歳以上の都民で希望者に、都
バス・都営地下鉄・都内バスに乗車
できるシルバーパス（有効期限平成
２０年９月３０日まで）を発行します。
　申 満７０歳になる月の初日から申し込
み可。住所・氏名・生年月日が確認で
きる証明書（保険証等）、平成１９年度
の住民税が非課税の方は平成１９年度
介護保険料納入通知書または住民税
非課税証明書、費用（住民税が課税の
方…２０，５１０円、非課税の方…１，０００
円）を持参のうえ、最寄りのシルバー
パス取り扱いバス営業所で。
　問 鋤東京バス協会シルバーパス専用
（札０３－５３０８－６９５０）

 教育講演会「就労と社会生活を
見据えた知的障害者教育」

　時 １０月１２日晶午前９時３０分～正午／
　場 きらっと／　講  常盤 

と き わ

 正臣 氏／　定 ９０人
ま さ お み

（先着順）／　申 田無養護学校・担当西岡
へ／　問 都立田無養護学校（札４６３－
６２６２）

■料理教室

　時 １０月２０日松午前１０時３０分～午後１ 

　￥ １，０００円
□空き店舗セミナー（無料）
　対 空き店舗がある建物の持ち主、空
き店舗を探している方／　時 １０月２６
日晶午後２時～４時　※空き店舗情
報を募集中。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 西東京創業支援相談セン
ター（札４６１－６６１１※予約等・南町
５－６－１８イングビル１階）／　HP 
http://www10.ocn.ne.jp/̃tanasi-s/
　問 西東京商工会（札４６１－４５７３）

■平成２０年度私立幼稚園園児募集

□用紙配布　１０月１５日捷から／　申 
１１月１日昭から／　場 各幼稚園／　問 
各幼稚園へ直接お問い合わせを。
クリスト・ロア幼稚園（札４６４－２２１３）
こみね幼稚園　　　 （札４６５－７７１６）
田無いづみ幼稚園   （札４６１－８４６６）
田無富士見幼稚園   （札４６１－９５５３）
田無向ヶ丘幼稚園   （札４６３－５４９２）
つくし幼稚園　　　 （札４２１－１５５１）
東京女子学院幼稚園（札４６１－１７８３）
ひなぎく幼稚園       （札４２１－６０５８）
ひばりケ丘幼稚園   （札４６１－３８７６）
宝樹院幼稚園          （札４２１－１２１０）
みどりが丘保谷幼稚園（札４２１－２６７８）
武蔵野大学附属幼稚園（札４６８－３１７０）
明成幼稚園             （札４６１－８５１７）
谷戸幼稚園                 （札４２１－４９４０）

■平成２０年度幼稚園類似施設園児募集

□用紙配布　１０月１５日捷から／　問 
各施設設に直接お問い合わせを。
こひつじ園              （札４２１－６０８５）
たんぽぽ幼児教室    （札４６１－００４０）
サフラン愛児園           （札４６４－２０３２） 

■バザー物品提供のお願い

□受付期間　１０月１日捷～３１日昌／
□受付場所　社会福祉協議会事務所
※ご連絡いただければ取りに伺いま
す／□受付物品　新品の衣類、日用
品、陶器のみ※品物によっては受付
不可／　問 社会福祉協議会（札４３８－
３７７４　胃４３８－３７７２）

■シルバー人材センター会員募集

　高年齢者でも無理なくできる軽易
な仕事をとおして社会参加をしてみ
ませんか　対 市内在住のおおむね６０
歳以上の健康で働く意欲のある方／
　申 毎月１５日午後１時３０分から開催す
る説明会に参加を。筆記用具、認印
を持参／　問 西東京市シルバー人材
センター（札４２５－６６１１）

■今月の薬湯～ラベンダー湯～

　「銭湯の日」イベントとしてクジ引
きサービスを実施します。
　時 １０月７日掌※小学生以下は入浴無
料。保護者同伴でご入浴ください。
　問 西東京市公衆浴場組合
（妙法湯札４６１－３７８９）

■西東京創業支援相談センターから

□特別相談日（無料）
　１０月の中小企業診断士による相談
①２日昇 ②３日昌 ③９日昇 ④１０日
昌 ⑤１１日昭 禦１８日昭 魚１９日晶 亨２２
日捷 享２３日昇 ⑩２５日昭 ⑪２９日捷
午後１時３０分～４時３０分
（禦魚亨享は午前９時３０分から）
□夜間相談（要予約・無料）
⑫３日昌⑬９日昇⑭２５日昭⑮２９日捷
午後６時～９時
□パソコン講習会（要予約・有料）
　時 １０月１５日捷・１６日昇・１７日昌の１
日のみ。時間等はお問い合せを。 


