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？お困りのときに無料相談？お困りのときに無料相談！！

法が変わります～
　１０月２４日晶をもって、税務相談室
テレホン担当・税務相談室分室を閉
鎖します。税金に関する一般的な相
談はすべて「電話相談センター」で
受け付けます（下図参照）。
　問 東村山税務署（札０４２－３９４－６８１１）

■緑秀会まつり

□フリーマーケットを開催します。
　時 １１月９日掌午前１０時～（出店者募集）
　場 田無病院
　問 医療法人(財）緑秀会田無病院
担当篠塚（札４６１－２６８２）

■教育研修会

「自分も人も大切に・親と教師で一
緒に考える知的障害児の思春期と性
について」
　時 １０月２５日松午後１時３０分～４時
　場 都立田無特別支援学校
　講 東京都心身障害者福祉センター
 山  本  良  典 氏
やま もと よし のり

　申 ・　問 田無特別支援学校
担当西岡（札４６３－６２６２）

■年輪バザー

□ふたつ目のグループホームオープ
ンに向けて（平成２１年２月予定）！！
　時 １１月９日掌午前10時～午後2時３０
分
　場 年輪デイーホーム
　申 ・　問 サポートハウス年輪
担当福田（札４６６－２２１６）

　場 マックスバリュ田無芝久保店
（芝久保町１－１２－５）
　問 西東京ボランティア・市民活動セ
ンター（札４６６－３０７０）

■都立保谷高等学校から

興公開講座「書を生活に活かそう」
　時 １１月２日掌・１６日掌・３０日掌
午前１０時～午後４時
　￥ ３,０００円（受講料・教材費）
　対 ・　定 都内在住・在勤・２０人
　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２０日捷（必
着）〒２０２－０００５住吉町５－８－２３へ
　問 都立保谷高等学校・中村
（札４２２－３２２３）

■無料法律相談会

　時 １０月２７日捷午後１時３０分～４時４０
分（相談時間は１人あたり３０分）
　場 保谷庁舎・１０人（予約制）
□予約　１０月１６日昭午前８時３０分か
ら保谷庁舎市民相談室へ（札４３８－
４０００）※定員になり次第締め切り。
□主催　法テラス多摩・東京三弁護
士会多摩支部
◆秘書広報課 　田 （札４６０－９８０４）

■緑寿園・ケアセンターから

興緑寿園文化祭・バザー
テーマ「ずーっと私」
　時 １０月３０日昭～１１月１日松
午前１０時３０分～午後３時
　場 緑寿園・ケアセンター
　問 緑寿園（札４６２－１２０６）

■和泉保育園から

　園庭遊びや体操をして、みんなで
楽しみましょう（要予約）。
　時 １１月８日松午前９時３０分～１１時３０分
　申 電話にて受付。
　問 和泉保育園・菅沼（札４２２－７１１４）

■東村山税務署から

～１１月４日昇から税務相談の受付方

　問 西東京消防署予防課防火管理係
（札４２１－０１１９）　

■ご存知ですか「行政相談週間」

　１０月２０日捷～２６日掌は「行政相談
週間」です。
　国の仕事などについて、「説明に
納得できない」「処理が間違ってい
る」などの苦情や要望を受け付けて
いますので、ご利用ください。
◎東京１日合同行政相談所
　時 １０月２０日捷午前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　平井信行さ

ん（気象予報士）
□相談内容　年金、保険、国税、登
記、道路、郵便、旅客運輸関係な

ど

◎市での定例相談（予約制）　
　田 …毎月第３金曜日午後１時３０分～
４時３０分
　保 …毎月第１月曜日午後１時３０分～
４時３０分・市民相談室
□行政相談委員　当市担当の方々で
す。行政相談委員は電話での相談も
受け付けています。
 松  下 　 美  惠  子 さん（札４６２－５６５７）
まつ した み え こ

 菅  野 　 亨 さん（札４６５－４６５１）
かん の とおる

 渡  部 　 と  久  代 さん（札４２２－１５６３）
わた なべ と く よ

 山  本 　 政  子 さん（札４６８－０４４１）
やま もと まさ こ

※相談は、下記でも受け付けています。
□「行政苦情１１０番」総務省東京行
政評価事務所
（札０５７０－０９０１１０・胃０３－５３３１－
１７６１）
□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）
※Ｅメールでも受け付けています。
　HP  http://www.soumu.go.jp/menu_03/
hyoukakyoku/gyousei/gyousei-form.html
◆秘書広報課 　田 （札４６０－９８０４）

■高齢者センターきららから

興料理教室
　時 １１月１日松午前１０時３０分～午後１
時３０分
　対 ・　定 ５０歳以上の方・２０人（申込順）
　￥ ４００円（材料費）
□持ち物　エプロン、ふきん、台ふ
きん、三角きん、筆記用具
□講師　 向  畑 さん

むかい はた

□メニュー 水餃子・中華スープな
ど

　申 １０月２５日松までに電話で
　問 高齢者センターきらら
（札４５１－１２００）

■平成２１年春入校自衛隊

□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２１年１月中旬
□受付期間　１１月１日～平成２１年１
月６日
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札４６３ー１９８１）

■多摩小平保健所から

興食品衛生実務講習会
　対 飲食店等食品関係業務従事者
　時 １０月２０日捷午後２時～４時
　場 保谷こもれびホール
　内 食品衛生に関する最新情報な

ど

　申 当日、直接会場へ
　問 多摩小平保健所（札４５０－３１１１）

■ボランティア・市民活動センターから

興第３回軒下ふれあいバザー
　時 １０月１８日松午前１０時～午後４時
（予定）

■社会福祉協議会から

興チャリティーバザー
□物品受付期間　１０月１５日昌～３１日晶
※提供物品は、直接社会福祉協議会
事務局（保谷東分庁舎１階）へ。
□受付物品
衣類、日用雑貨、陶器で新品の物
※品物によっては受け取れない場合あり。
　問 社会福祉協議会
（札４３８－３７７４　胃４３８－３７７２）
興運転講習会第２回「運転だよ！全員集合」
　時 ・　場 １１月１６日掌・田無総合福祉セ
ンター、１７日捷・田無自動車教習所
　対 普通免許があり、当講習カリキュ
ラムを全て受講できる方で、市内で
福祉移動サービスに携わりたい方
　定 ２５人（定員を超えた場合書類選考）
　￥ ２，５００円
　申 申請書に必要事項を記入のうえ１０
月６日捷～３１日晶までに直接持参。
※詳細については、ふれあいのまち
づくり　HP 「移動サービス連絡会」ペ
ージをご覧ください。
　問 ・　申 社会福祉協議会（札４３８－３７７０）
興つなごうよ小さな手大きな手～地
域交流のつどい～
　時 １０月２４日晶午後１時・２５日松午前１１時
　場 アスタセンターコート
　問 社会福祉協議会（札４３８－３７７１）

■シルバー人材センターから

興シニア対象パソコン教室
◎パソコンの始め方と入力　４日昇
／　￥ 無料／　締 １０月２４日晶　◎イン
ターネット・メール講座　５日昌／
　￥ ４,０００円／　締 １０月２４日晶　◎年賀
はがき教室（本文）　７日晶午前９時
３０分～午後０時３０分／　￥ ２,０００円／
　締 １０月２７日捷　◎年賀はがき教室
（宛名書き）　７日晶午後１時～４
時／　￥ ２,０００円／　締 １０月２７日捷　◎
パソコン入門講座　１２日昌・１３日昭
の２日間／　￥ ７,０００円／　締 １０月３１日
晶　◎ワード初級講座　１９日昌・２０
日昭の２日間／　￥ ７,０００円／　締 １１月
７日晶／受講料はいずれもテキスト
代込み／　場 シルバー人材センター
／年賀はがき教室以外はいずれも午
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、申
込締切日まで必着。応募多数の場合
は抽選／　定 いずれも１０人※パソコ
ンの始め方と入力および入門講座以
外は文字入力のできる方対象
　問 西東京市シルバー人材センター
（〒２０２－００１３　中町２－１－３・
札４２５－６６１１）

■ほうや福祉作業所から

興地域ふれあいバザー
　時 １１月２９日松午前１０時３０分～午後２
時３０分（雨天決行）
※バザー用品の提供をお願いします
（１１月１０日捷まで）
詳細は　HP をご覧ください。
　HP  http://business4.plala.or.jp/hfs2939/
　問 ほうや福祉作業所（札４６１－９８１６）

■乙種防火管理講習会

　身近な西東京消防署で防火管理者
の資格を取得しませんか。
　時 １１月２５日昇午前９時～午後５時
　場 西東京消防署
　定 ６０人　※定員になり次第締切り
　申 消防署にある申請書に必要事項を
記入し、１１月２１日晶までに提出。

お役立ちガイお役立ちガイドド

■専門相談の予約開始　１０月２０日捷午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、１０月６日捷から受付中）
　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・問い合わせ  　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）　　　　　　

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２８日昇・１１月６日昭・７日晶・１３日昭　
午前９時～正午
※１１月６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
１１月４日昇・５日昌・１１日昇
午後１時３０分～４時３０分
※１１月４日昇は女性弁護士による相談

田★１１月６日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保★１０月２３日昭　午前９時～正午

田　１１月１４日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　１１月７日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　１１月６日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保　１１月１３日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　１１月１３日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保　１１月２０日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　１１月１３日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保　１１月２０日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　１１月１２日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保★１０月２２日昌　午後１時３０分～４時３０分

保　１１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★１０月１７日晶　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

保　１１月６日昭　午後１時３０分～４時３０分

保★１１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


