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■受験要項の配布場所　高齢者支援
課（田無庁舎１階・保谷保健福祉総
合センター１階）、各出張所、都庁
※郵送希望者は３９０円切手を貼った
「角２サイズ」の返信用封筒を同封
し、東京都高齢者研究・福祉振興財
団（〒１６２－０８２３新宿区神楽河岸１
－１セントラルプラザ１４階）へ。
■配布　７月１５日昇まで。
◆高齢者支援課相談受付係
　保 （札４３８－４０３２内線２３２５）

 予備自衛官補（一般・技能）公
募募集

　自衛官未経験者で試験により採用
教育招集訓練に応ずる義務のみ。
　一般公募は後方地域での警備など
技能公募は医療従事者、語学要員、
車両整備士等です。
　詳しくはお問い合わせを。
■応募資格
　一般…１８歳以上３４歳未満
　技能…１８歳以上５３歳～５５歳未満
■試験日程
１０月１８日松～２０日捷（いずれか１日）
■受付期間
７月１５日昇～１０月１３日抄
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札４６３ー１９８１）

（ＪＲ外房線勝浦駅下車）
■宿泊室　６畳・３畳
■利用資格　市内在住の方
　￥ どちらも１泊２食付き６，０００円
※乳幼児は無料（寝具・食事なし）
※「こいづか荘」のみ市発行の友好
都市契約保養施設利用券が使えます。
■開設期間　７月５日松～８月３１日掌
　申 ７月３日昭から電話でサービスセ
ンターへ予約してください。予約
後、来所のうえ「利用申込書」を記
入し「利用券」の発行を受けてくだ
さい。
■利用の取り消し　利用日の７日前
までとし、それ以降は利用料金を返
還しません。
　問 勤労者福祉サービスセンター
　保 （札４２５－６３７０）

 平成２０年度東京都介護支援専門員
実務研修受講試験受験要領配布

■試験日　１０月１９日掌

■説明会　７月１２日松※時間、場所
は参加申し込み時に説明します。
　申 ６月２０日晶～７月５日松までに本
人が直接来所のうえ、お申し込みを
（日曜日を除く）
　対 ・　定 小学生～一般、各施設・団体
の定員になり次第締め切り。
　￥ 小学生２００円、中学生以上５００円、
このほかボランティア保険への加入
が必要（３００円～１，４００円）
※詳細は、お問い合わせを。
　問 西東京ボランティア・市民活動セ
ンター
田無町５－５－１２田無総合福祉セン
ター　（札４６６－３０７０）

■房総に海の家を開設！！

　西東京市勤労者福祉サービスセン
ターでは、千葉県南房総市岩井海岸
と勝浦市部原海岸に「海の家」を開
設します。ご利用ください。
■民宿「しんどう」岩井海岸
（札０４７０－５７－３９５１）
　場 千葉県南房総市高崎１１５２
（ＪＲ内房線岩井駅下車）
■宿泊室　６畳・４畳
■民宿「こいづか荘」部原海岸
（札０４７０－７３－１６３９）
　場 勝浦市部原１１３３

 シニア対象パソコン教室の　　
７月受講者募集

◎パソコンの始め方と入力　２日昌
／　￥ 無料／　締 ６月２３日捷　◎イン
ターネット・メール講座　３日昭／
　￥ ４，０００円／　締 ６月２３日捷　◎パソ
コン入門講座　８日昇・９日昌の２
日間／　￥ ７，０００円／　締 ６月２６日昭　
◎デジカメ教室　１４日捷／　￥ ４，０００
円／　締 ６月３０日捷　◎ワード初級
講座　１６日昌・１７日昭の２日間／　￥ 
７，０００円／　締 ７月２日昌／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、
申し込み締切日まで必着。応募多数
の場合抽選※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）

 夏！体験ボランティア西東京
２００８参加者募集

■活動期間　７月２２日昇～８月３１日
掌の数日間（体験先により異なる）

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
６月２５日昌・７月３日昭・４日晶・１０日昭　
午前９時～正午
※７月３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
７月１日昇・２日昌・８日昇
午後１時３０分～４時３０分
※７月１日昇は女性弁護士による相談

田★７月３日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保★６月２６日昭　午前９時～正午

田　７月１１日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　７月４日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　７月３日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保　７月１０日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　７月１０日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保　７月１７日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　７月１０日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保　７月１７日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　７月９日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保★６月２５日昌　午後１時３０分～４時３０分

保　７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★６月２０日晶　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

保★７月３日昭　午後１時３０分～４時３０分

保★７月１１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

？お困りのときに無料相談？お困りのときに無料相談！！
■専門相談の予約開始　６月１８日昌午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、６月４日昌から受付中）
　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）　　　　　　
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■無料法律相談会■
　法テラスと弁護士会の共催
により、無料法律相談会を実
施します。

　時 ６月２３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 田無庁舎
　定 １０人（予約制）
□予約６月１６日捷午前８時３０分から

田無庁舎市民相談室へ、定員になり
次第締め切り（札４６０－９８０５）
□主催　法テラス多摩・東京三弁護
士会多摩支部
※法テラス（正式名称は「日本司法
支援センター」）は、法律でトラブル
を抱えている方の相談窓口として、
平成１８年に総合法律支援法により設
立されました。
◆秘書広報課 　田 （札４６０－９８０４）

　違法駐車は、交通渋滞や交通事故
の原因になり、救急車や消防車など
の緊急車両の通行の妨げにもなりま
す。
　三駐車車両による事故原因三
○駐車車両に衝突する事故（特に夜
　間）
○駐車車両があるため進路変更した
　際の事故
○駐車車両前後の飛び出し事故
○駐車車両による歩行者などの発見
　の遅れによる事故

などがあげられます。
　車を駐車する際は、駐車場を利用
する等、ドライバーの皆さんのご協
力をお願いします。
　市では、「西東京市違法駐車等の
防止に関する条例」により、田無駅
周辺を「違法駐車等防止重点実施地
域」に指定しています。「違法駐車等
防止重点実施地域」には、交通指導
員を配置して、駐車を抑制する指導
と啓発活動などを行っています。
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５７）

 昨日、新聞の拡張員が訪問
してきた。断ったが、脅迫

めいたことを言われ強引に１年
間の購読契約をさせられてしま
った。解約したい。
 新聞の業界団体でも勧誘方
法の改善に取り組んでいる

ようですが、実際にはまだ強引
な勧誘による契約の相談が寄せ
られます。
　訪問販売で契約した場合は８
日以内であればクーリング・オ
フによる解約ができます。今回
は期間内でしたので、はがきで
通知を出し解約することができ
ました。また、販売店には勧誘
の問題点について改善を要望し
ました。
　クーリング・オフ期間が過ぎ
ていても、脅迫めいていたり、
長時間帰らない、販売目的を隠
しての訪問など勧誘に問題があ
った場合や契約時に渡される契
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約書に契約日、価格、契約期間、
販売店の名称・住所、クーリン
グ・オフの告知など必要な項目
の記載がなかった場合などは交
渉できることがあります。
　ただ、「他紙に変更したい」
「支払いがきつい」というよう
な自己都合で解約したいという
相談もありますが、あくまでも
契約ですので一方的な理由での
解約、期間の変更はできませ
ん。必要ない場合は毅然と断
り、契約は慎重にしましょう。
　勧誘時の景品類の提供は公正
取引委員会および新聞業界の自
主ルールで、上限は６か月間の
購読料金の８％と決められてい
ます。
　詳しいことは消費者センター
にご相談ください。
◆消費者センター消費生活相談
室（札４２５－４０４０）
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消費生活相談 Ｑ＆Ａ

違法駐車はみんなの迷違法駐車はみんなの迷惑惑
  ～駐車場を利用しましょう～


