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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
４月４日晶・５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
４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）
４月８日外科・１５日小児科・２２日精神科
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）４月４日・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）

？お困りのとき？お困りのときにに　無料相談！無料相談！

護保険料納入（決定）通知書または
住民税非課税証明書　イ．２０年度の
住民税が課税で、１７年度は非課税で
あった方…１７年度介護保険料納入
（決定）通知書または１７年度住民税
非課税証明書
※イに該当する方で、平成１７年度分
住民税の申告手続きがお済でない場
合は、２０年６月末までに手続きをし
てください。
□費用　ア、イに該当する方…
１，０００円、それ以外の方１０，２５５円
　申 最寄りのシルバーパス取り扱いバ
ス営業所へ
　問 鋤東京バス協会シルバーパス専用電
話（札０３－５３０８－６９５０）

■柳橋保育園から

□園庭開放　
毎週水曜日午前１０時～午後３時
□育児講座
①お絵描き　４月３０日昌
②母親学級　６月２６日昭
③色水遊び　７月２５日晶
□出前保育
①散歩　５月１５日昭（予定）
②手作りおもちゃ　７月１７日昭
　対 未就園児とその保護者
　申 園庭開放以外は１か月前から電話
受付
※詳細は、園の掲示板・子育て支援
だよりにてお知らせします。
　問 柳橋保育園（札４６１－３６７３）

日のみ。時間等は問合せください。
受講料１，０００円
□空き店舗セミナー（無料）
　空き店舗を活用しませんか？
　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・開業を考えている方は、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 南町５－６－１８イングビル１階
西東京創業支援相談センター
※予約等札４６１－６６１１
　HP  http://www10.ocn.ne.jp/̃tanasi-
s/
　問 西東京商工会（札４６１－４５７３）

■今月の薬湯～ヨモギの湯～

　今月の薬湯はヨモギの湯です。腰
痛、痔の痛み等によく効く漢方とい
われています。
　時 ４月６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）

 東京都シルバーパス（半年パス）
のお知らせ

　満７０歳以上の都民で希望される方
に、都バス、都営地下鉄、都電、都
内民営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）
を発行しています。
□申し込み時期　満７０歳になる月の
初日から
□必要書類　全員の方…住所・氏名・
生年月日が確認できる証明書（保険
証等）ア．住民税が非課税の方…介

時３０分から開催する入会説明会に出
席のうえ、入会申し込みをしていた
だきます。当日は筆記用具と認印を
ご持参ください。
□仕事　企業・家庭・公共団体等か
ら発注された仕事を会員に提供しま
す（働く日数や収入の保障はいたし
ません）。
　問 西東京市シルバー人材センター
（札４２５－６６１１）

 西東京創業支援相談センターの
ご案内

□特別相談日（相談無料）
　４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。（相
談無料）
虚２日昌②７日捷③９日昌鋸１０日昭
⑤１４日捷禦１７日昭⑦１８日晶⑧２２日昇
享２３日昌⑩２４日昭⑪２８日捷⑫３０日昌
午後１時３０分～４時３０分（虚鋸禦享
は午前９時３０分から）
□夜間相談（要予約・無料）
③９日昌⑦１８日晶⑩２４日昭⑪２８日捷
午後６時～９時
□経営講習会（要予約・無料）
　時 ４月２１日捷・２２昇（２日間コース）
　午後７時～午後９時
　内 独立開業に関する基礎知識
　対 少しでも創業をお考えの方や、現
在経営されている方
□パソコン講習会（要予約・有料）
　時 ４月１５日昇・１６日昌・１７日昭の１

■西東京市社会福祉協議会

平成２０年度
地域福祉活動助成団体を募集
　西東京市社会福祉協議会では、ふ
れあいのまちづくり事業を推進する
ために、地域福祉活動を行っている
または始めようとしているグループ
や団体・施設に対して、平成２０年度
の活動費の助成を行います。
□助成内容は次の通りです。
１．助成枠
①事業助成（上限１０万）
②新規立上げ助成（上限５万）
２．申請方法
　西東京市社会福祉協議会（保谷東
分庁舎１階）または　HP にある申請用
紙に必要事項を記入のうえ、４月３０
日昌（必着）までに直接または郵送
にて受付。
３．審査・決定
　助成事業選考委員会にて選考し、
５月下旬に発表予定（プレゼン実施）
　この助成事業は、市内の方々から
寄せられた会費、寄付金、歳末たす
けあい・地域福祉募金などを財源と
しています。
　問 西東京市社会福祉協議会助成金担
当（札４３８－３７７１）
胃４３８－３７７２
　HP  http://www.furemachi.jp/

■シルバー人材センター会員募集

　市内に在住のおおむね６０歳以上の
健康で働く意欲のある方々の会員組
織です。高年齢者でも無理なくでき
る軽易な仕事を通して社会参加をし
てみませんか。
□入会　８月を除く毎月１５日（土・
日・祝日の場合は翌営業日）午後１

お役立ちガイお役立ちガイドド

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４月１７日昭・１８日晶・２２日昇午前９時～正午
※４月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

４月９日昇・１５日昇・１６日昌
午後１時３０分～４時３０分
４月２４日昭※午前９時～正午　
※人権・身の上相談を兼ねる

田　５月１日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保　４月２４日昭　午前９時～正午

田　４月２５日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　４月１８日晶　午後１時３０分～４時３０分

田　４月１７日昭　午後１時３０分～４時３０分
不 動 産 相 談

保★４月１０日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★４月１０日昭　午後１時３０分～４時３０分
登 記 相 談

保　４月１７日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★４月１０日昭　午後１時３０分～４時３０分
表示登記相談

保　４月１７日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★４月９日昌　午後１時３０分～４時３０分
交通事故相談

保　４月２３日昌　午後１時３０分～４時３０分

田★４月１４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　４月１８日晶　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

保★４月３日昭　午後１時３０分～４時３０分

保　５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　４月４日晶午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、３月１８日昇から受付中）
　　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）　　　　　　


