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？お困りのときに無料相談？お困りのときに無料相談！！

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
１月２８日昌・２月５日昭・６日晶・１２日昭
午前９時～正午
※２月５日昭は人権・身の上相談を兼ねる

法 律 相 談

専
門
相
談（
予
約
）

保
２月３日昇・４日昌・１０日昇
午後１時３０分～４時３０分
※２月３日昇は女性弁護士による相談

田★２月５日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保★１月２９日昭　午前９時～正午

田　２月１３日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　２月６日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　２月５日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保　２月１２日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　２月１２日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保　２月１９日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　２月１２日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保　２月１９日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　２月１８日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保★１月２８日昌　午後１時３０分～４時３０分

田　２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★１月２３日晶　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

保　２月５日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★２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　１月１９日捷午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、１月６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・問い合わせ 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）　　　　　　

　申 電話、ファックスで東京都労働相
談情報センター国分寺事務所へ
※保育をご希望の方は１月２３日晶ま
でにご予約ください。
　問 東京都労働相談情報センター国分
寺事務所（札０４２－３２３－８５１１ 胃０４２
－３２３－８５１２）

■しごとセンター・多摩の就業支援

敢これから働く女性対象
　時 ・　場 １月２３日晶午後１時３０分～４
時３０分・スクエア２１府中市女性セン
ター／　定 ５０人（予約制）
柑３４歳以下対象
　時 ２月５日昭午後１時～５時
　定 ３０人（予約制）
桓３４歳以下対象
　時 ①１月２８日昌②２９日昭各午後１時
３０分～４時３０分／　定 各３０人（予約制）
棺５５歳以上対象
　時 １月２１日昌午後１時３０分～４時３０
分／　定 ５０人（予約制）
　場 ①以外すべて東京しごとセンター
多摩（ＪＲ国分寺駅南口徒歩５分）
　問 東京しごとセンター多摩
（札０４２－３２９－４５２４）

□試験日程　平成２１年中
※詳細は地域事務所へ
□受付期間　平成２１年逐次受付中
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札４６３－１９８１）

 東京都在宅重症心身障害児（者）
の非常勤訪問看護従業者の募集

　対 ６０歳以下の看護師
□募集人数　若干名
□採用予定日　要相談
　申 社会福祉法人全国重症心身障害児
（者）を守る会　西部訪問看護事業
部（札０４２－５６７－５９００）
　問 東京都福祉保健局障害者施策推進
部居住支援課（札０３－５３２０－４３６０）

 多様な働き方セミナー「トラブル
事例から学ぶ派遣労働のルール」

　時 ①２月３日昇「派遣労働のルール
～事例を元に～」　②２月６日晶「ト
ラブル事例と今後の課題」いずれも
午後６時３０分～８時３０分
　場 アミュービル４階清瀬市男女共同
参画センター（アイレック）／　定 各回
５０人（先着順）

 防災講座・東京を襲う大地震！
～いざというとき、あなたとあな
たの大切な人を守るために～

興講義と住吉小学校付近の地図を使
用したワークショップ
　時 ・　場 ①１月２４日松、３１日松・住吉
会館ルピナス※３１日松は午後４時３０
分まで②２月１４日松・消費者センタ
ー午後１時３０分～４時
　定 ３０人（申込順）／　￥ ３回で１,０００円
　申 電話・ファックス・メールで、名
前（ふりがな）・性別・住所・電話番
号・年齢・講座名を１月２１日昌まで
にお知らせください。
※詳細は　HP  http://www.nishitokyo-
vol.jp/をご覧ください。
　問 西東京ボランティア・市民活動セ
ンター（〒１８８ー００１１田無町５－５
－１２・札４６６ー３０７０　胃４６６ー３５５５
死info@nishitokyo-vol.jp）

 平成２１年春採用任期制自衛官　
追加募集

□応募資格　来春１８歳以上２７歳未満
の男女

 シニア対象パソコン教室　　　
２月受講者募集

◎パソコン入門講座　４日昌・６日
晶の２日間／　￥ ７０００円／　締 １月２３
日晶　
◎インターネット・メール講座　１３
日晶 ／　￥ ４０００円／　締 １月３０日晶　
◎ワード初級講座　１８日昌・２０日晶
の２日間／　￥ ７０００円／　締 ２月４日
昌

◎パソコンの始め方と入力　２７日晶
／　￥ 無料／　締 ２月１３日晶
いずれも午前９時３０分～午後４時
（受講料はいずれもテキスト代込み）
　場 シルバー人材センター
　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、申込締切日まで必着。応募
多数の場合は抽選
※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ー００１３ 中町１ー６ー８ 保
谷東分庁舎内・札４２５ー６６１１）

「厚生労働大臣感謝状」受賞！！

「平成２０年度薬物乱用防止ポスター優秀賞」受賞！！

　この度、東京都薬物乱用防止推進西東京市地区
協議会が、麻薬・覚せい剤乱用防止に功績のあった
団体に対し贈呈される、「厚生労働大臣感謝状」の
表彰をうけ、１１月２９日に平成２０年度麻薬・覚せい剤
乱用防止運動東京大会の中で、伝達式が行われま
した。
　また、同大会で、平成２０年度薬物乱用防止ポスタ
ー・標語東京都選考入賞者表彰式が行われ、ポスタ

ーの部６,７５２点の中から保谷中学校３年 手  島  百  湖 さんが優秀賞に選ばれ
て じま もも こ

表彰されました。
◆健康年金課 　保 （札４３８－４０２１）
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vol.１２

　公園利用についての苦情が相変わらず多くなっています。「犬のフンやゴミ
の置き去り」、「引き綱（リード）をはずしての散歩」、「火の使用」一部の心な
い人によって、多くの利用者に不快感や危害を与えています。
　みんなでルールを守りゴミや犬のフンは自宅へ持ち帰るようにし、公園内で
の犬の散歩時には必ずリードをつけましょう。
　また、市は火遊びに対し、パトロール強化をし、厳重に対処をしています。
発見者は警察や消防署に連絡をしてください。
　新たな年、快適な公園にしましょう。
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

みんなの公園・みんなの施設
 ルールを守って楽しく利用

 インターネットショッピン
グで、アクセサリーと洋服

を注文した。到着までに最大２
週間かかると書いてあったが１０
日待っても届かない。待ってい
るうちに気が変わったのでキャ
ンセルしたい。
 相談者が店にキャンセルを
申し出たところ、「出荷準備

ができているのでキャンセルには
応じられない、サイトに返品不可と
記載してある」とのこと。
　この場合、相談者は到着までに
時間がかかるかも知れないことを
確認したうえで注文をしているた
め、消費者側の一方的な都合を
押し付けてキャンセルすることはで
きません。
　インターネット上の買い物で
は、消費者側の注文に対し、店
（事業者）側から承諾の通知（メ

Ｑ

Ａ

ール）が届いた時点で契約が成
立します。約束の２週間を過ぎ
ても到着しないならキャンセル
交渉をしてみましょう。
　返品については、サイト上に
表示が義務づけられています。
取引前に必ず確認してくださ
い。返品の可否や条件について
の記載がない場合は、８日間
（クーリングオフ期間）送料は
消費者負担で返品ができます。
　インターネット上の取引は、
便利である反面、自己責任が強
く求められます。注文時の画面
や事業者からのメールは保存か
印刷しておきましょう。オンラ
イントラストマークを目安にす
るなど、事業者の存在も十分確
認してから取引するよう気をつ
けましょう。
◆消費者センター（札４２５－４０４０）

ネ
ッ
ト
通
販
の
契
約

消費生活相談 Ｑ＆Ａ

　市では、増え続ける若者の消費者被害を未然に防ぐため、関東甲信越の各都
県の消費者センターなどが共同で行う「若者向け悪質商法
被害防止共同キャンペーン」に参加し、その一環として特
別相談「若者のトラブル１１０番」の窓口を開設します。
　期間外でも受け付けています。困ったときは迷わず相談
してください。
　時 １月２９日昭・３０日晶午前１０時～正午・午後１時～４時
◆消費者センター（札４２５－４０４０）

「特別相談若者のトラブル１１０番」若者向け悪質商法被害
防止共同キャンペーン


