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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
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
５月２１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４２５－３３０３）
相談専用電話
（札４３９－００８１）

住吉会館１階
子ども家庭支援センター

相談室

毎週月～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）

男女平等推進係
（札４３９－００７５）
相談専用電話
（札４２１－２３２２）

住吉会館１階・パリテ
※いずれも予約優先です。
※予約受付時間…
月・火曜日
午前９時～午後５時
水・木曜日　午前９時～正午
金・土曜日　午前９時～正午
・午後１時～５時
※日曜日、祝日、年末年始
はお休みです。

月・火曜日
午前１０時～午後１時
午後２時～４時

悩みなんでも
相 談
（電話・面接）

女

性

相

談

水・木曜日午後３時～８時

金・土曜日
午前１０時～正午
午後１時～４時

（札４３８－１１００）
５月６日内科・１３日整形外科・２０日内科・２７日内科
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）５月２日・９日・１６日・２３日・３０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！

※①、②いずれも申し込みはひとり
１通に限る。応募多数の場合は抽選
とし、返信はがきにて結果を通知。
　問 ＦＣ東京（〒１３５－０００３ 江東区猿
江 ２ －１５－１０　札０３－３６３５－８９８５
※平日午前１０時～午後５時）

 「メールけいしちょう」が始ま
りました

　警視庁では、犯罪情報などのメー
ル配信サービスを４月１日から始め
ました。犯罪などを目撃した場合
は、警視庁に情報提供もできます。
　利用者登録・更新・削除（退会）
は、下記のメールアドレスに空メー
ルを送信してください。操作案内が
自動返信されます。
□配信登録
touroku@info.keishicho.metro.tokyo.jp
□登録更新
koushin@info.keishicho.metro.tokyo.jp
□削除（退会）
sakujo@info.keishicho.metro.tokyo.jp
　詳しくは、警視庁　HP  http://www.ke
ishicho.metro.tokyo.jpでご確認くだ
さい。
　問 警視庁犯罪抑止対策本部犯罪抑止
情報担当（札０３－３５８１－４３２１廠）

柑～歓東京しごとセンター多摩
　問 東京しごとセンター多摩
（札０４２－３２９－４５２４）

■新座市地域職業相談室から

　若年者などを含む一般職業相談・
職業紹介を実施しています。
□利用時間　月～金曜日
午前９時～午後５時（祝日・年末年
始を除く。午後０時１５分～１時の
間、閉鎖する場合があります）
　問 新座市役所地域職業相談室
（新座市野火止１－１－１
 札０４８－４７７－１８５９）

 ＦＣ東京「シニアＤａｙ」開催
（ＦＣ東京　対　東京ヴェルディ）

　時 ５月２５日掌午後３時キックオフ　
　場 味の素スタジアム
敢試合へご招待
　対 ６０歳以上の方と同伴者（年齢不問）
のペア・１００組２００人（Ｕ自由席）
　申 往復はがきに６０歳以上の方の①氏
名②住所③電話番号を明記し、５月
１４日昌（必着）までに、「シニアＤａ
ｙ 観戦ご招待　西東京」係へ
※当選者の方には、当日味の素スタ
ジアムでチケットを引き換えますの
で、年齢確認のできるものを持参
し、申込者本人がお越しください。
柑シニアの観戦講座
　時 ５月２５日掌正午から約１時間
　場 味の素スタジアム
　対 ６０歳以上の方（１８歳以上の方１人
までの同伴可）
　申 往復はがきに６０歳以上の方の①氏
名②住所③電話番号④同伴者ありの
場合、氏名を明記し、５月１４日昌（必
着）までに、「シニアＤａｙ 観戦講座
　西東京」係へ

（南町５－６－１８イングビル１階
札４６１－６６１１※予約な

ど）
　HP  http://www10.ocn.ne.jp/̃tanasi-s/
　問 西東京商工会（札４６１－４５７３）

■しごとセンター多摩の就業支援

敢団塊の世代対象
「定年退職後の働き方を考える」
　時 ５月９日晶午後１時～４時３０分
　定 ５０人（予約制）
柑３４歳以下対象
「多摩版就コム！」
　時 ５月１３日昇～６月１９日昭の毎週火・
木曜日（計１２日間）午後１時～４時
　定 １５人（予約制）
桓これから働く女性対象
「女性再就職サポートプログラム
（簡易版）」
　時 ５月２１日昌～２３日晶（計３日間）
午前１０時～正午
※２３日晶は午前９時３０分～正午
　定 １５人（予約制）
棺３４歳以下対象
就職活動セミナー
「ベーシック＆アドバンス」
１日目…就活ベーシック
２日目…就活アドバンス
１日だけの参加もできます。
　時 ①５月２８日昌②２９日昭
午後１時３０分～４時３０分
　定 ３０人（予約制）
款３０～５４歳対象
「１日で学べる再就職活動のテクニック」
　時 ５月２１日昌午後１時～５時
　定 ５０人（予約制）
歓５５歳以上対象
「１日で学べる再就職活動のテクニック」
　時 ５月１４日昌午後１時３０分～４時３０分
　定 ５０人（予約制）
　場 敢国分寺エルホール

■今月の薬湯～菖蒲湯～

　時 ５月５日抄
※次の方は入浴無料です。
①小学生以下の方（保護者同伴）
②６５歳以上の方（午後４時～６時）
　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）
　５月の中小企業診断士などによる
特別相談日は、次のとおりです。
①１日昭②２日晶距７日昌④８日昭
⑤１２日捷禦１３日昇⑦１４日昌⑧１６日晶
享１９日捷⑩２３日晶供２６日捷⑫２８日昌
午後１時３０分～４時３０分
（距禦享供は午前９時３０分から）
□夜間相談（要予約・無料）
②２日晶④８日昭⑤１２日捷⑫２８日昌
午後６時～９時
□経営講習会（要予約・無料）
　時 ５月１０日松午前１０時～午後３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 ５月２１日昌・２２日昭・２３日晶の１
日のみ。時間などは問い合わせくだ
さい。
　￥ １，０００円（受講料）
□空き店舗セミナー（無料）
　空き店舗をお持ちの大家さんはご
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（利用料）
　場 西東京創業支援相談センター

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５月１５日昭・１６日晶・２７日昇午前９時～正午
※５月１５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

５月１４日昌・２０日昇・２１日昌
午後１時３０分～４時３０分
５月２２日昭※午前９時～正午　
※人権・身の上相談を兼ねる

田　６月５日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保　５月２２日昭　午前９時～正午

田　５月２３日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　５月１６日晶　午後１時３０分～４時３０分

田　５月１５日昭　午後１時３０分～４時３０分
不 動 産 相 談

保★５月８日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★５月８日昭　午後１時３０分～４時３０分
登 記 相 談

保★５月１５日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★５月８日昭　午後１時３０分～４時３０分
表示登記相談

保★５月１５日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★５月１４日昌　午後１時３０分～４時３０分
交通事故相談

保　５月２８日昌　午後１時３０分～４時３０分

保★５月１２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★５月１６日晶　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

保　６月５日昭　午後１時３０分～４時３０分

田　６月４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　５月７日昌午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、４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）　　　　　　

餐お詫びと訂正
　市報４月１５日号６面お役立ちガイドの
「入れ歯回収ボックス」の投函できる日時
に、誤りがありました。正しくは「投函で
きる日時…第２・４日曜日、祝日、年末年
始を除く午前９時～午後９時」です。
　お詫びして訂正します。

◆秘書広報課 　田  （札４６０－９８０４）


