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 ＦＣ東京・チームマスコット   
デビュー

　ＦＣ東京では今シーズン、チーム
マスコット「東
京ドロンパ」が
デビューしま
す。試合会場・
イベント会場な
どに登場予定で
すので応援よろ
しくお願いしま
す。
※市　HP では、「東京ドロンパ」のプロ
フィールを掲載しています。
　問 東京フットボールクラブ㈱
（札０４２－３４２－８９５０）

■市民介護研修会

□施設の技術を在宅に活かす！
　時 ３月１７日昇～１９日昭
　午前９時３０分～午後３時
　場 フローラ田無
※昼食各自持参（施設内食１回試食
あり）。最終日に修了証を授与。
　申 ３月１０日昇（担当青山）まで
　問 フローラ田無（札４６８－５１３３）

 第１回予備自衛官補（一般・技
能）募集

一般は後方地域の警備等、技能は医
療従事者・語学要員・車輌整備士等
□応募資格
一般は１８歳以上３４歳未満の者
技能は１８歳以上５３歳～５５歳未満
□第１次試験日程
４月１８日松～２０日捷（ただしいずれ
か１日）
□受付期間
４月１３日捷まで
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札４６３－１９８１）

中学生１教科３５００円
　問 シルバー人材センター
（札４２５－６６１１）

■臨時職員募集

□雇用期間　４月１日から３か月間
□勤務時間・場所　土・日曜日、祝
日を除く午前９時～午後４時・シル
バー人材センター事務所
□内容　一般事務
□報酬　８４０円（時間給）
□募集人員　若干名
※詳しくは、委細面談。採用決定次
第締め切ります。
　問 西東京市シルバー人材センター
（札４２５－６６１１）

■住まいの耐震フェア

　時 ３月１０日昇～１２日昭午前１０時～午
後６時（１２日昭は午後５時まで）
　場 新宿西口広場イベントコーナー
　内 ①住宅・ビルの耐震改修展示会　
②無料相談会　③住宅の省エネリフ
ォーム展示会
※詳細は、東京都都市整備局
　HP http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/
kenchiku/taisin/index.htmlをご覧くだ
さい。
　問 ①、②東京都建築課
（札０３－５３８８－３３６２）
③東京都住宅政策課
（札０３－５３２０－４９１３）

センターのパソコンをお使いくださ
い（パソコンの簡単な指導もあり）。
　￥ １時間２００円（利用料）
　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

①団魂の世代対象「定年退職後の働
き方を考える」
　時 ３月１０日昇午後１時～４時３０分
②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 ３月１１日昌～１３日晶の計３日間
午前９時３０分～正午
③３４歳以下対象　就活セミナー「ベ
ーシック＆アドバンス」
※１日だけの参加も可。
　時 祁３月２５日昌係２６日昭各午後１時
３０分～４時３０分
④３０～５４歳対象「１日で学べる再就
職活動のテクニック」
　時 ３月１１日昌午後１時～５時
⑤５５歳以上対象「１日で学べる再就
職活動のテクニック」
　時 ３月１８日昌午後１時３０分～４時３０分
　場 ①立川市女性総合センター・アイ
ム　②～⑤東京しごとセンター多摩
（ＪＲ国分寺駅南口徒歩５分）
※いずれも予約制です。
　問 東京しごとセンター多摩
（札０４２－３２９－４５２４）

■西原学習教室　受講生募集

　申 はがきに、住所・氏名・学校名・
新学年・電話番号（中学生は学科も
明記）を明記し、３月１６日捷までに
〒２０２－００１３中町１－６－８シルバ
ー人材センターへ郵送
　￥ 入学金３０００円・月会費小学生７０００円

■今月の薬湯～紅花の湯～

　時 ３月１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

□相談内容
経営…経営革新や現状診断
経理…会計ソフトの基礎知識な

ど

融資…事業計画作成のお手伝いや日
本政策金融公庫（旧国民生活金融公
庫）へのご紹介
創開業…必要な諸手続きな

ど

その他…基本的知識や、疑問・質問
□特別相談日（相談無料）
　３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。
①２日捷②３日昇③４日昌④５日昭
⑤９日捷⑥１１日昌⑦１３日晶⑧１６日捷
享１９日昭京２５日昌供２６日昭侠２７日晶
午後１時３０分～４時３０分（享京供侠
午前９時３０分から）
□夜間相談（要予約・無料）
⑤９日捷⑥１１日昌⑦１３日晶⑧１６日捷
午後６時～９時
□経営講習会（要予約・無料）
　時 ３月４日昌、５日昭
　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 ３月１７日昇午前・１７日昇午後・１８
日昌の１日のみ。時間な

どはお問い
合せください。
　￥ １，０００円（受講料）
□空き店舗セミナー（無料）
　今月は休みになります。
□パソコンの利用（有料）
　創業・開業を考えている方は、当

お役立ちガイお役立ちガイドド

平成２１年度　時間割予定表
金木水火月時間

---
国語算数午後４時２０分

～５時２０分小
学
生

４４

-
国語算数国語算数午後５時３０分

～６時３０分 ６５５６

英語数学理科理科英語
-午後６時４０分

～７時５０分中
学
生

２１１２１

英語数学数学理科
-午後７時５０分

～９時 ３２３３

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３月６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３月１８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）

子ども家庭支援センター
相談室

（住吉会館１階）

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）

子育て支援課（田無庁舎１階）（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）

Nicomoルーム
（札４５２－２２４４）

Nicomoルーム
（西原総合教育施設３階）

月～水曜日
午前９時～午後５時不登校ひきこもり

相 談 教育相談センター
（札４３８－４０７７）

電話相談木・金曜日
午前９時～午後５時

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

パリテ（住吉会館１階）
※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～午後８時
金・土曜日 
午前９時～午後５時

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）
３月３日整形外科・１０日 内科・１７日 眼科・２４日 内科・
３１日耳鼻科　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）３月６日・１３日・２７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
３月１３日晶・１９日昭・２４日昇　
午前９時～正午
※３月１９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
３月１１日昌・１７日昇・１８日昌
午後１時３０分～４時３０分
※３月２６日昭は人権・身の上相談を兼ねる

田　４月２日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保　３月２６日昭　午前９時～正午

田　３月２７日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　３月１６日捷　午後１時３０分～４時３０分

田　３月１９日昭　午後１時３０分～４時３０分
不 動 産 相 談

保★３月１２日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★３月１２日昭　午後１時３０分～４時３０分
登 記 相 談

保★３月１９日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★３月１２日昭　午後１時３０分～４時３０分
表示登記相談

保★３月１９日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★３月１１日昌　午後１時３０分～４時３０分
交通事故相談

保　３月２５日昌　午後１時３０分～４時３０分

保★３月９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　３月２７日晶　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

保★３月５日昭　午後１時３０分～４時３０分

田　４月１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　３月４日昌午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、２月１８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）　　　　　　

？お困りのとき？お困りのときにに　無料相談！無料相談！


