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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１月１１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１月１６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

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）１月１５日整形外科・２２日耳鼻科・２９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）１月１１日・１８日・２５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
　１月１７日昭・１８日晶・２２日昇
　午前９時～正午
※１７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

　１月１５日昇・１６日昌 午後１時３０分～４時３０
分※１５日昇は女性弁護士による相談
　１月２４日昭　午前９時～正午
※人権・身の上相談を兼ねる

田　２月７日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保　１月２４日昭　午前９時～正午

田　１月２５日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　１月１８日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　１月１７日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保★１月１０日昭　午後１時３０分～４時３０分
田★１月１０日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保　１月１７日昭　午後１時３０分～４時３０分
田★１月１０日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保　１月１７日昭　午後１時３０分～４時３０分
田★１月９日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保　１月２３日昌　午後１時３０分～４時３０分

保★１月２１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　１月１８日晶　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

保★１月１０日昭　午後１時３０分～４時３０分

保★１月１１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

※特に記載のないものは、無料です。※内容についてのお問い合わせは、各サークルへお願いします。

■専門相談の予約開始　１月８日昇午前８時３０分から（★印については、１２月１９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・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）  　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

■「石神井川流域連絡会（第蔀期）」
の委員募集

　東京都では、石神井川について情報
や意見交換を行う、市民代表の委員を
募集します。　※報酬・交通費支給なし
　対 ・　定 市内在住・在勤・在学で、石神井
川に関心がある方。すでに活動してい
る団体等の代表者と会員で、年３回
程度の会議に出席できる方・約１８人
□任期　２月上旬から約２年
　申 ①住所 ②氏名（ふりがな）③年齢 
④性別 ⑤職業 ⑥電話番号 ⑦団体の
代表者と会員の方は、団体名・活動
目的・構成員数 ⑧４００～８００字程度の
作文「石神井川について思うこと」を
記入し、１月２５日晶（消印有効）まで
に、〒１７０－０００５豊島区南大塚２ー
３６ー２東京都第四建設事務所「石神
井川流域連絡会」事務局へ郵送して
ください。※選考のうえ、決定者には
１月末日までに通知します。
※応募書類は返却しません。
　問 第四建設事務所工事第二課
（札０３－５９７８－１７３４）                  
◆下水道課 　保 （札４３８－４０５９）

の場合抽選）／　￥ ３,０００円／　講  枝  見 太
えだ み

朗氏ほ
か／　申 電話・ファックス・Ｅメ

ールで、１月２１日捷までに、名前（ふ
りがな）・性別・住所・電話番号・年
齢・講座名を連絡／　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・胃４６６－３５５５）
　HP  http://www.nishitokyo-vol.jp/
死info@nishitokyo-vol.jp

 シルバー人材センター 
平成２０年４月採用正規職員募集

□職種　一般事務／□採用予定人数
１人／□受験資格　昭和５３年４月２
日以降に生まれた方で、高等学校以
上を卒業（見込含む）し、自動車運
転免許・簿記３級以上または同等知
識のある方／□第１次試験　２月９
日松／□募集要項　シルバー人材セ
ンター事務局で配布。センターの
　HP からダウンロードできます／　申 
１月２１日捷までに直接持参してくだ
さい／　問 鋤西東京市シルバー人材
センター（中町２－１－３・札４２５－
６６１１）

□経営講習会（要予約・無料）
　時 １月１９日松 午前１０時～午後３時
□パソコン講習会（要予約・有料）
　時 １月２３日昌・２４日昭・２５日晶の１日
のみ。詳細は要問い合わせ／　￥ １，０００円
□空き店舗セミナー（無料）
　時 １月２８日捷 午後２時～４時
※空き店舗情報も募集しています
□年末年始のお休み
　１２月２９日松～１月３日昭 ※１２月
２８日晶・１月４日晶はパソコンを使
用できません／　場 西東京創業支援
相談センター（南町５－６－１８イン
グビル１階・札４６１－６６１１※予約等）
　HP http://www10.ocn.ne.jp/̃tanasi-s/
　問 西東京商工会（札４６１－４５７３）

■地域プロデューサー講座

□講義とワークショップ　　時 ２月
３日掌・９日松・１７日掌・２３日松・
３月２日掌・１６日掌 午前１０時～午後
０時３０分／□ボランティアのつどい
　時 ３月８日松午後（全回出席見込み
のこと）／　場 田無総合福祉センター
／　対 ・　定 ボランティア活動や市民活
動を始めたい方・２０人（応募者多数

■正月朝湯

　時 １月２日／建松の湯　午前９時～
午後６時／建妙法湯　午前９時～午
後１時／建みどり湯　午前８時～午
後２時／建ゆパウザひばり　午前８
時～午後１時／建庚申湯　午前９時
～午後２時  ※入浴料は通常の料金

■今月の薬湯～南天の湯～

　時 １月６日掌 ※小学生以下は入浴
無料／　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（相談無料）
　１月の中小企業診断士等による相談
虚９日昌 ②１０日昭 ③１１日晶 ④１５日
昇 ⑤１６日昌 禦１７日昭 ⑦１８日晶 ⑧２１
日捷 享２２日昇 ⑩２４日昭 供２９日昇 ⑫
３０日昌 午後１時３０分～４時３０分（虚
禦享供は午前９時３０分から）
□夜間相談（要予約・無料）
③１１日晶 ⑤１６日昌 ⑧２１日捷 ⑫３０日
昌 午後６時～９時

「みんなの伝言版」（サークルの紹介）は、

個人情報が含まれているため、削除してあ

ります。


