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　問 東京都福祉保健局少子社会対策部
計画課（札０３－５３２０－４２３０）

 農業体験農園利用者募集 
～南大泉野菜村～

□利用期間　３月下旬～平成２１年１
月末日
　場 練馬区南大泉４－３９
　￥ 年間４３，０００円
（入園料＋作物収穫代金）
□募集区画　７１区画（１区画３０㎡）
　申 往復はがきに、①農業体験農園
「南大泉野菜村」②住所③氏名④年
齢⑤電話番号を記入のうえ、２月５
日昇（消印有効）までに、〒１７８－
００６４練馬区南大泉４－３７－１６ 山口
幸治宅へ
　問 練馬区経済課
　　　　　　（札０３－３９９５－１１０８）

■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
□簡単手作り絵本とおもちゃ
　時 ３月1日松／親子１０組
□ビリビリ新聞やぶり
　時 ３月１９日昌／親子１５組
　対 対象は未就園児と保護者の方
　申 予約が必要です。
　一か月前から電話または直接園へ
※詳細は、園の掲示板・子育て支援
だよりをご覧ください。
　問 柳橋保育園（札４６１－３６７３）

■早春祭・ゆ～ゆ～・ホットフェスティバル

　時 ２月１０日掌午前１１時～午後３時
　場 泉町・デイサービスいずみ
　内 コーラス、よさこいソーランなど
　問 社会福祉法人 悠遊・伊藤
（札４２４－８１０６）

 ２００８年度　ＦＣ東京・市民スポ
ーツボランティア 
新規会員説明会開催

　主にホームゲーム開催時の運営サ
ポート、試合終了後の場内ゴミ回収
作業を行っています。
　現在の登録者数約９００人。１試合
に約７０人の方が参加しています。
　時 ２月２日松午後１～２時
（受付開始・午後０時３０分）
　場 鹿島建設技術研究所２階「講堂」
（京王線飛田給駅南口徒歩０分）
　対 １５歳以上の方ならどなたでも可
（中学生は不可）
　申 当日、直接会場へ
　問 ＦＣ東京・市民スポーツボランテ
ィア事務局（札０４２－４８８－６２８０）

 平成２０年度武蔵野市利用登録駐
輪場（前期）への申し込みを

　対 通勤・通学のため、駐輪場との往復
に自転車等を日常的に利用する方。
□受付　申請書の配布期間・受付期
間ともに、１月３０日昌～２月１２日昇
までです。詳細は、説明書をご覧く
ださい。
　問 武蔵野市交通対策課（札０４２２－６０
－１８６０・胃０４２２－５１－９２４５）

■東京都小平児童相談所の移転

□移転日　２月１２日昇
□移転先　小平市花小金井１ー３１
ー２４（多摩小平保健所庁舎３階　札
４６７－３７１１）※電話番号は変更あり
ません。
□交通　西武新宿線「花小金井駅」
北口下車徒歩１０分、西武バス「小平
合同庁舎前」下車３分、都営バス「花
小金井二丁目」下車目前

町５－６－１８イングビル１階　札
４６１－６６１１※予約）
　HP  http://www10.ocn.ne.jp/̃tanasi-s/
　問 西東京商工会（札４６１－４５７３）

 西東京市社会福祉協議会 
臨時職員募集

　内 主にボランティアを必要としてい
る方に対してボランティア活動をす
る方を紹介するコーディネート業務
□勤務日　月～土曜日午前８時３０分
～午後５時（毎週土曜日を含む週５
日勤務）
□勤務地　西東京ボランティア・市
民活動センター
　￥ 時給１，０１０円
□試験　作文、面接（２月２１日昭午
前９時３０分から）
　申 履歴書を２月１２日昇までに、〒
２０２－００１３ 中町１－６－８保谷東分
庁舎内地域福祉課へ直接持参または
郵送
　問 西東京市社会福祉協議会地域福祉
課（札４３８－３７７１）

 東伏見コミュニティセンター 
パート職員募集

　４月１日からの勤務
※３月末に実習あり
　対 学歴不問、生涯学習や地域コミュ
ニティに興味のある方・若干名
□勤務日　火～日曜日午前９時～午
後１０時（１日４時間以上・週２０時間
程度勤務できること）
　￥ 時給８３０円
　申 履歴書を２月１５日晶までに、〒
２０２－００２１東伏見５－１０－２２へ直接
持参または郵送    ※後日面接日連絡
　問 東伏見コミュニティセンター運営
協議会・嶋田（札４６１－２６０１）

■今月の薬湯～行者の湯～

　不眠症・アレルギーの予防などに
効果があるといわれています。
　時 ２月３日掌
※小学生以下は入浴無料です。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（相談無料）
　２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。
①４日捷許５日昇③６日昌鋸７日昭
⑤１３日昌⑥１５日晶⑦１９日昇亨２１日昭
享２２日晶⑩２５日捷⑪２８日昭⑫２９日晶
午後１時３０分～４時３０分
（許鋸亨享は午前９時３０分から）
□夜間相談（要予約・無料）
③６日昌⑤１３日昌⑦１９日昇⑫２９日晶
午後６時～９時
□経営講習会（要予約・無料）
　時 ２月１４日昭・１５日晶（２日間コー
ス）午後７時～午後９時
□パソコン講習会（要予約・有料）
　時 ２月２５日捷・２６日昇・２７日昌の１
日のみ。時間等は問合せください。
　￥ １，０００円
□空き店舗セミナー（無料）
　空き店舗をお持ちの大家さんご連
絡ください。
□パソコンの利用（有料）
　創業・開業をお
考えの方は、当セ
ンターのパソコンを
お使いいただけま
す。
　￥ １時間２００円
　場 西東京創業支援相談センター（南

？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
２月１日晶・３月７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
２月２０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）
２月５日外科・１２日小児科・１９日内科・２６日整形外科
いずれも火曜日　午後１時３０分～２時３０分
※上記の日時以外は休日診療案内です。

電話医療相談
（西東京市医師会）

（札４６６－２０３３）２月１日・８日・１５日・２２日・２９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２月１４日昭・２１日昭・２２日晶午前９時～正午
※２１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
２月１２日昇・１３日昌・１９日昇・２０日昌
午後１時３０分～４時３０分
※１２日昇は女性弁護士による相談

田★２月７日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保　２月２８日昭　午前９時～正午

田　２月２２日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　２月１５日晶　午後１時３０分～４時３０分

田　２月２１日昭　午後１時３０分～４時３０分
不 動 産 相 談

保★２月１４日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★２月１４日昭　午後１時３０分～４時３０分
登 記 相 談

保　２月２１日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★２月１４日昭　午後１時３０分～４時３０分
表示登記相談

保　２月２１日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★２月１３日昌　午後１時３０分～４時３０分
交通事故相談

保　２月２７日昌　午後１時３０分～４時３０分

田★２月１８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　２月１５日晶　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

保★２月７日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★２月６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　２月５日昇午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、１月１８日晶から受付中）
　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）
　　　　　　　　　　　保 …保谷庁舎１階市民相談室（札４３８－４０００）


