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お役立ちガイお役立ちガイドド

 記帳は簡単・大きな特典 
青色申告で事業発展を！

　税務署では、事業所得や不動産所
得のある方に青色申告を勧めていま
す。
　青色申告にされると、記帳するこ
とにより事業の経営状態がわかると
ともに、税金面でも様々な特典（青
色申告特別控除・青色事業専従者給
与の適用、純損失の繰越控除等）が
あり、大変有利な制度となっていま
す。
　この機会に青色申告をご利用くだ
さい！
　新たに青色申告をする場合、税務
署に青色申告承認申請書を提出する
必要があります。
　また、申請書の記載方法、記帳の
仕方その他内容に関する詳細等は、
税務署へお問い合わせください。
　問 東村山税務署個人課税第１部門審
理指導担当
（札０４２－３９４－６８１１　内線４１５）

 不動産鑑定士による「不動産の
無料相談会」

　時 １０月２２日捷午前１０時～午後４時
　場 田無庁舎
　申 当日、直接会場へ
　問 鋤東京都不動産鑑定士協会
（札０３－３４３４－２３０６）

■都立保谷高等学校公開講座

「各種表装（軸・巻子・折り帳）に
よる諸作品の制作」
　時 ①１１月４日掌軸作製／１１日掌巻子
作製／１８日掌折り帳作製
午前１０時～午後４時
　￥ ３，０００円（受講料・教材費）
　対 都内在住、在勤・２０人※定員を超
えた場合は、抽選
　申 往復はがきまたはインターネット
で、郵便番号・住所・氏名・年齢・
電話番号を明記し、１０月１９日晶（必
着）までに、下記あてまで。
　問 都立保谷高等学校・中村
（〒２０２－０００５住吉町５－８－２３　
札４２２－３２２３）

ってください。（申込用紙は同セン
ターの窓口で配布。
同センターの　HP  http://www.nishito
kyo-vol.jp/よりダウンロード可能）
　問 ２００７年首都圏統一帰宅困難者対
応訓練事務局
　札０３－３３８０－１６１４
　胃０３－３３８０－１６１５
　糸2007kitaku@tosaibo.net
西東京ボランティア・市民活動センター
　札０４２－４６６－３０７０
　胃０４２－４６６－３５５５
　糸info@nishitokyo-vol.jp

■療育相談事業講演会

「軽度発達障害をもつ子どもへの早
期支援について」
　時 １１月９日晶午後１時３０分～３時３０分
　場 多摩小平保健所
　対 就学前の軽度発達障害のお子さん
をもつ保護者
　定 ５０人
□講師　 神尾  陽子 氏（国立精神・神

かみお ようこ

経センタ－精神保健研究所）
　申 １０月３１日昌までに電話予約
　問 多摩小平保健所（札４５０－３１１１）

■第１７９回東京都都市計画審議会

　時 １１月２２日昭 午後１時３０分
　場 都庁第一本庁舎特別会議室Ａ
※事前抽選で１５人まで傍聴可
　申 往復はがきに、住所・氏名・電話
番号を記載し、１１月６日昇（消印有
効）までに〒１６３－８００１東京都都市
整備局都市計画課へ。詳細は都庁
　HP （http://www.metro.tokyo.jp）
または都庁都市計画課（札０３－５３８８
－３２２５）へ
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５０）

■平成２０年春入校自衛隊生徒募集

　自衛隊のハイテク装備の専門技術
者を養成する制度です。
　生徒教育３年修了時には高校卒業
資格が取得できます。在学の間は俸給
および年２回の賞与が支給されます。
□応募資格
１５歳以上１７歳未満で中学卒業者（見
込みを含む）の男子
□試験日程
平成２０年１月１２日松
□受付期間
１１月１日昭～平成２０年１月８日昇
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札４６３－１９８１）

■災害時の帰宅困難者訓練

　首都圏における大地震発生の可能
性は高まっているといわれていま
す。
　特に都市部では、地震発生直後、
公共交通機関が麻痺し、数百万人も
の人々が帰宅困難者になると予想さ
れています。あなたは歩いて自宅ま
で帰る自信はありますか？
　西東京ボランティア・市民活動セ
ンターでは、東京災害ボランティア
ネットワークが中心となって進めて
いる、２００７年首都圏統一帰宅困難者
対応訓練実行委員会に参加し、さま
ざまな関係団体と共に、市民の方々
を対象とした２００７年首都圏統一帰
宅困難者対応訓練を実施します。
　時 １１月１７日松午前９時３０分受付・１０
時出発・午後５時終了（雨天決行）
□集合　日比谷公園（ゴール地点は
市内千駄山広場等）
□主催　２００７年首都圏統一帰宅困
難者対応訓練実行委員会
　申 １０月３１日昌までに申込用紙をファ
ックスまたはメールで、西東京ボラ
ンティア・市民活動センタ－まで送

 シニア対象パソコン教室　　　
１１月受講者募集

■インターネット・メール講座　１
日昭／　￥ ４０００円／　締 １０月２３日昇　
◎デジカメ教室　６日昇／　￥ ４０００
円／　締 １０月２３日昇　◎パソコン入
門講座　７日昌・８日昭の２日間／
　￥ ７０００円／　締 １０月２６日晶　◎ワー
ド初級講座　１２日捷・１４日昌の２日
間／　￥ ７０００円／　締 １０月２９日捷　◎
年賀はがき教室　１９日捷午前または
午後各１回［半日］（申し込み時に午
前または午後を選択要）／　￥ ２０００円
／　締 １１月５日捷　◎ＥＸＣＥＬ初
級講座　２０日昇・２１日昌の２日間／
　￥ ７０００円／　締 １１月６日昇／▽受講
料はいずれもテキスト代込み／いず
れも午前９時３０分～午後４時／　申 
往復はがきで、希望講座名・受講日・
住所・氏名・年齢・電話番号を明記
し、締切日まで必着。応募多数時抽
選※いずれも１０人・入門講座以外は
文字入力のできる方対象／西東京市
シルバー人材センター（〒２０２－
００１３　中 町 ２ － １ － ３ 札４２５－
６６１１）

？お困りのとき？お困りのときにに　無料相談！無料相談！

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２４日昌・３０日昇・１１月１日昭・２日晶
午前９時～正午
※１１月１日昭は人権・身の上相談を兼ねる

法 律 相 談

専
門
相
談
（
予
約
制
）

保
１０月２５日昭　午前９時～正午
※人権・身の上相談を兼ねる
１１月６日昇・７日昌　午後１時３０分～４時３０分

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２６日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　１１月２日晶　午後１時３０分～４時３０分

場所日　　　　時内　　　　容

田　１１月１日昭　午後１時３０分～４時３０分
不 動 産 相 談

専

門

相

談

（

予

約

制

）

保　１１月８日昭　午後１時３０分～４時３０分

田　１１月８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　１１月８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　１１月１４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

保　１１月１２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　１１月１日昭　午後１時３０分～４時３０分

保　１１月９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　１0月１8日昭午前８時３０分から（★印は１０月４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 円円円円円円 　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円円円円 　保 …保谷庁舎１階市民相談室（札４３８－４０００）　　　　　　

　国の仕事等について「説明に納
得できない」「処理が間違ってい
る」等の苦情や要望を受け付けて
いますので利用してください。

建東京一日合同行政相談所
　時 １０月１６日昇午前１０時～午後４時
　場 ＪＲ東京駅　八重洲地下街「メ
イン・アベニュー」
□１日所長　 貴城 けいさ

ん

たかしろ

□相談内容　年金・保険・国税・
登記・道路・郵便・旅客運輸関係
等
建市の定例相談（予約制）
　時 田無庁舎…毎月第３金曜日
　　　午後１時３０分～４時３０分
　保谷庁舎…毎月第１月曜日
　　　午後１時３０分～４時３０分
　場 市民相談室

建行政相談委員
　当市担当の方々です。電話での
相談も受け付けていますので、お
気軽にご利用ください。
酸松下美惠子さ

ん （札４６２－５６５７）
酸 菅  野 　 亨 さん （札４６５－４６５１）

かん の とおる

酸渡部と久代さ
ん （札４２２－１５６３）

酸山本政子さ
ん （札４６８－０４４１）

※相談は、次のところでも受け付
けています。
建行政苦情１１０番（総務省東京行政
評価事務所）
（札０３－３３６３－１１００）
建東京総合行政相談所（西武百貨
店池袋店７階）
※休業日を除く毎日
（札０３－３９８７－０２２９）
　HP  http://www.soumu.go.jp/
hyouka/tizu.htm
◆秘書広報課 　田 （札４６０－９８０４）

１０月１５日（月）～２１日（日）は「行政相談週間」です。

ご存じですか？「行政相談週間」


