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※当日の運営ボランティア（中学生
以上）を募集しています。事前説明
会へご参加ください。
□ボランティア説明会　
　時 ５月２３日松午後６時
　場 スポーツセンター
　問 西東京青年会議所・鈴木
（札０９０－４９４３－８８１９）

■都立田無特別支援学校

□学校公開
　時 ６月５日晶午前９時～正午
※当日は午前９時１５分までに来校し
てください。
　内 授業、施設見学な

ど（来年度入学希
望者は、説明会を実施）
　問 都立田無特別支援学校
（南町５－１５－５・札４６３－６２６２）

■料理教室

　時 ５月３０日松午前１０時３０分～午後１
時３０分
　場 高齢者センターきらら
　対 ・　定 ５０歳以上の方・２０人（申込順）
　￥ ４００円
　持 エプロン、ふきん、台ふきん、三
角巾、筆記用具
□メニュー　魚の香草パン粉焼ほか
３品
　講 向畑さ

ん（栄養士）
　申 ５月２２日松までに、電話できららへ
　問 高齢者センターきらら（札４５１－１２００）

■みずき祭

　時 ５月３１日掌午前１０時～午後３時
　場 高齢者介護総合センター
サンメール尚和
演奏会やダンスなどの催しのほか、
作品展示やバザーなども行います。
　問 サンメール尚和（札４６７－８８８８）

■第９回わんぱく相撲西東京場所

　力いっぱい相撲を取る子どもたち
の勇姿をぜひご覧ください。
　時 ５月３１日掌受付開始…午前９時
開会…午前９時３０分
　場 スポーツセンター

義務付けられている高齢者講習は、
免許の更新期間が満了する日の３か
月前（誕生日の２か月前）からでな
ければ受講できませんでしたが、講
習予備検査の導入に伴い、６月１日
からは免許の更新期間が満了する日
の６ヶ月前（誕生日の５か月前）か
ら受講できるようになります。
　問 田無警察署（札４６７－０１１０）

■臨時職員募集

興心身障害児放課後対策事業　
さざんかクラブ
□勤務場所　東伏見６－９－１９
□職種　看護師（正・准）・１人
□報酬　１，３５０円～１，５００円
□勤務時間
　昌午前１０時３０分～午後５時
　松午前１０時～午後５時
□勤務日数　週２日（社会保険制度完備）
□契約期間　平成２２年３月３１日まで
（更新有り）
□選考試験　１次書類選考、２次面
接（１次合格者）
　申 田無障害者福祉センターへ履歴書
を持参、または郵送。
　問 田無障害者福祉センター・中島
（田無町５－５－１２・札４６６－１６９０
　胃４６６－１７３３）

 シニア対象パソコン教室の６月
受講者募集

◆新年度からリニューアル◆
◎パソコンの始め方と入力　３日昌
／　￥ 無料／　締 ５月２２日晶
◎パソコン入門講座　毎週金曜日午
前（計４回）／　￥ ６,０００円／　締 ５月２６
日昇
◎ワード初級講座　１０日昌・１７日昌の
２日間／　￥ ６,０００円／　締 ５月２９日晶
◎パソコンの楽しい活用講座（詳細は
資料請求を）／毎週金曜午後／　￥ １
回１,５００円（過去に受講されたかたは１
回無料）※受講料はいずれもテキス
ト代込み。各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
　場 シルバー人材センター／午前９時
３０分～正午、午後１時３０分～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、下記へ
　問 西東京市シルバー人材センター
（〒２０２－００１３　中町１－６－８　
保谷東分庁舎内・札４２５－６６１１）

■高齢者講習の受講期間が延長

　７０歳以上の方が免許更新する際に

お役立ちガイお役立ちガイドド

？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　５月１９日昇午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、５月８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）　　　　　　

　この週間は、行政相談制度について、広報および関係行事を積極的に実施し、
広く皆さんに利用していただくものです。
　当市でも行政相談委員が次のとおり行政相談を開設しています。役所の仕事
について、「説明に納得できない」、「処理が間違っている」など、苦情や意見・
要望を積極的に受け付けますので、ご利用ください（相談無料）。
□相談内容　年金・保険、道路・河川、郵便、登記、福祉など行政全般
□市での定例相談（予約制）
田無庁舎…偶数月第３金曜日  午後１時３０分～４時３０分
保谷庁舎…奇数月第１木曜日  午後１時３０分～４時３０分
～当市の「行政相談委員」は次の方々です～
建岡村　明さ

ん（札４２２－１２１５）建菅野　亨さ
ん（札４６５－４６５１）

建山本政子さ
ん（札４６８－０４４１）建渡部とく代さ

ん（札４２２－１５６３）
　なお、相談は次のところでも受け付けています。
□「行政苦情１１０番」（総務省東京行政評価事務所）
（札０３－３３６３－１１００　胃０３－５３３１－１７６１）
インターネット総務省　HP http://www.soumu.go.jp/
□東京総合行政相談所（西武百貨店池袋店７階、休業日を除く毎日受付）
（札０３－３９８７－０２２９）
◆秘書広報課 　田 （札４６０－９８０４）

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２６日昇、２７日昌、６月４日昭、５日晶
午前９時～正午
※６月４日昭は人権・身の上相談を兼ねる
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保
５月２８日昭午前９時～正午、人権・身の上相談
を兼ねる
６月２日昇、３日昌午後１時３０分～４時３０分

田★６月４日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保★５月２８日昭　午前９時～正午

田　５月２２日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

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

不 動 産 相 談
保　６月１１日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　６月１１日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保　６月１８日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　６月１１日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保　６月１８日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　６月１０日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保★５月２７日昌　午後１時３０分～４時３０分

田　６月８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１９日晶　午後１時３０分～４時３０分行 政 相 談

田★６月３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

興平成２０年中の市内の「ひったくり」発生状況
□発生件数・時間　３９件・午後８時前後に多発
□被害者年齢　２０歳代が最多、次いで３０歳、７０歳代（被害者の３８人が女性）
□犯人の約８割がバイク使用となっています。
興「ひったくり」防犯対策
①歩くとき、バッグ等は建物側・壁側に持ちましょう。
②自転車のカゴには「ひったくり防止ネット」をつけましょう。
③背後から自転車やバイクの音が聞こえたら振り返りましょう。
　問 田無警察署（札４６７－０１１０）
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

「ひったくり」に気をつけましょう！５月１８日５月１８日捷捷～２４日～２４日掌掌「春の行政相談週間「春の行政相談週間」」

 携帯電話会社から、１６歳の
娘が持っている携帯電話の

フィルタリングについて選択す
るよう通知がきました。詳しく
教えてください。
 フィルタリング（有害サイトアク
セス制限サービス）とは、青少

年がアダルトサイトなどの有害な情
報に接することができないよう利用
制限できる制度です。契約者が１８
歳未満の場合、フィルタリングにつ
いて親権者の意思確認が必要と
なります。
　選別基準は携帯電話会社によ
って異なりますが、子供にとって安
全と思われるサイトにのみアクセ
ス可能でそれ以外を制限する方
法（ホワイトリスト方式）や、青少年
にはふさわしくない有害サイトなど
だけを制限する方法（ブラックリス

Ｑ

Ａ

ト方式）などがあります。制限を厳し
くすると通っている塾のサイトが
見られなくなるなどの場合は、
許可したサイトへはアクセス可
能にできます。
　携帯電話でもインターネットが可
能になり手軽に役立つ情報が入
手できるようになりましたが、中には
成人向けサイトや詐欺まがいの悪
質サイトなども存在し、そうしたサイト
への接続から犯罪に巻き込まれる
ケースもあります。
　子ども達を守るために、家族
や学校で携帯電話の賢い活用法
を話し合ってみてはいかがでし
ょうか。
　詳しくは相談室にお問い合わ
せください。
◆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


