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を防ぐために自らできることは率先
して行うことが重要です。
　問 西東京消防署（札４２１－０１１９）

 予備自衛官補（一般・技能）　　
公募募集

　一般公募は後方地域での警備等、
技能公募は医療従事者、語学要員、
車両整備士等です。
□応募資格　一般…１８歳以上３４歳未
満、技能…１８歳以上５５歳未満
□試験日　１０月１７日松～１９日捷のう
ち１日
□受付期間　７月２１日昇～１０月９日晶
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札４６３－１９８１）

 ボランティア養成講座　　　　
「ともに学び、ふれあう」

　知的障害者への支援を学び、太
鼓、製菓活動をともに行います。
　時 ７月４日松、１８日松、９月５日松、
１０月３日松午前９時３０分～正午
　場 都立田無特別支援学校
　対 ・　定 成人・２０人
　講 就労支援センターな

ど

　￥ １,４００円（保険、材料費）
　問 都立田無特別支援学校
（札４６３－６２６２）

 認知症の方への接し方を学び、
地域で支えよう

　時 ７月１１日～８月２２日
　毎週土曜日（計７回）
　場 特別養護老人ホーム緑寿園
　対 ・　定 西東京市、武蔵野市、小金井
市在住者・２０人
　内 認知症の方への接し方
　申 ７月４日松までに電話申し込み
　問 緑寿園ケアセンター
（札４６２－１２０６）

識とは？」
　問 東京都産業労働局雇用就業部
（札０３－５３２０－４６４９）

 災害時帰宅困難者支援訓練 
徒歩訓練参加者募集

　ご自分の帰宅マップを作るため、
歩くルートの地図を訓練当日お持ち
ください。
　時 ７月４日松午前９時３０分に各所を
出発。受付は９時から（雨天中止）
※日比谷公園は午前８時３０分出発。
受付は８時から。
　場 都庁都民広場、井の頭恩賜公園、
日比谷公園のいずれか
　申 はがき、ファックス、Ｅメールの
いずれかで、住所（市まで）・氏名・
希望するスタート地点・歩くルート
および通過するエイドステーション
（予定可）を記入して、７月１日昌
（消印有効）までに〒１６９－８５４０新
宿区大久保１－２－１５日本赤十字社
東京都支部救護課へ。※エイドステ
ーション開設場所などについては、
下記までお問い合わせを。
　HP www.tokyo.jrc.or.jp
　問 日本赤十字社東京都支部（札０３－
５２７３－６７４４　胃０３－５２７３－６７４９）

■住宅火災による死者をなくそう

　皆さん、ご存知ですか？火災によ
る死者の８割は住宅火災から発生し
ており、そのうち亡くなった方の約
５割が就寝中などによる｢発見の遅
れ｣によるものです。
　来年４月から都内すべての一般住
宅で設置が義務付けられる住宅用火
災警報器は、火災の早期発見に大変
有効なものです。大切な家族の命を
守るためにも、住宅用火災警報器を
早期に設置しましょう。また、火災

座を受講された方は１回無料）※受
講料はいずれもテキスト代込
　対 ・　定 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・いずれも１０人
　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）

■就職差別解消促進月間

　東京都では６月を「就職差別解消
促進月間」とし、さまざまな啓発活
動を展開しています。
司月間事業「講演と映画の集い」
　時 ６月２６日晶午後２時～４時３０分
　場 文京シビックセンター
　定 １,５００人
□講演　
　講  藤  解 　 和  尚 さん（株式会社ジェーシ

とう げ かず なお

ービーＣＳＲ推進室長）
□テーマ　「企業に於ける人権啓発
とＣＳＲ」
□映画　「企業に求められる人権意

 夏！体験ボランティア西東京
２００９　参加者募集

□活動期間　７月２１日昇～８月３１日
捷の数日間（体験先により異なる）。
□説明会　７月１１日松※時間、場所
は申込み時にお知らせします。
　申 ６月１９日晶～７月４日松までに本
人が当センターに来所のうえ、お申
し込みを（日曜日を除く）
　対 小学生以上（社会人も可）
　定 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
※参加費のほかにボランティア保険
への加入が必要となります。
　保険料は、補償の内容により３００
円から１,４００円となっています。詳
しくは、お問い合わせを（平成２１年
度にすでに加入している方は不要）。
　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４階・札４６６－３０７０）

 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　１日昌
／　￥ 無料／　締 ６月１９日晶
◎パソコン入門講座　３日、１０日、
１７日、２４日の毎金曜日午前（計４回）
／　￥ ６,０００円／　締 ６月２２日捷
◎エクセル初級講座　２９日昌・３１日
晶の２日間／　￥ ６,０００円／　締 ７月１７
日晶
◎パソコンの楽しい活用講座（復習
や応用を学ぶ講座。詳細は資料をご
請求ください）／毎週金曜日午後
　￥ １回１,５００円（過年度に当教室の講
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６月２５日昭は午前９時～正午で人権・身の上
相談を兼ねる
７月１日昌・７日昇・８日昌
午後１時３０分～４時３０分

田★７月２日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保★６月２５日昭　午後１時３０分～４時３０分

田　６月２６日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　７月３日晶　午後１時３０分～４時３０分

田　７月２日昭　午後１時３０分～４時３０分
不 動 産 相 談

保　７月９日昭　午後１時３０分～４時３０分

田　７月９日昭　午後１時３０分～４時３０分
登 記 相 談

保　７月１６日昭　午後１時３０分～４時３０分

田　７月９日昭　午後１時３０分～４時３０分
表示登記相談

保　７月１６日昭　午後１時３０分～４時３０分

田　７月８日昌　午後１時３０分～４時３０分
交通事故相談

保★６月２４日昌　午後１時３０分～４時３０分

保　７月１３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

保　７月２日昭　午後１時３０分～４時３０分行 政 相 談

保★７月１０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１７日昌午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、６月３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）　　　　　　消費生活相談 Ｑ＆Ａ

 国際懸賞調査部の調査によ
り極秘書類の受領者に特定

されましたという郵便が海外か
ら届いた。２億円あまりが受け
取れる。最終通知なので返信の
チャンスは今回限りということ
だ。問題ある事業者かどうか知
りたい。
 書面には、中国からの郵便
で「即返信必須」「最終通告」

と書かれ、極秘書類の受領を代
行するので、必要事項を記入の
うえ、同封した「セキュリティ
対応返信用封筒」で返送するよ
うにとカナダの住所が書かれた
封筒が同封されていました。
　また、代行を希望する場合は
事務手数料５,０００円が必要。こ
の支払い方法として、クレジッ
トカードを選択する場合はカー
ド番号と有効期限を記入し、カ
ードでなければ受取人空欄の郵
便為替を同封することと書いて
ありました。

Ｑ

Ａ

　海外宝くじに当選したという
郵便物が届いたという相談は以
前からあり、高額な当選金を受
け取るためには、手数料が必要
だと数千円程度請求します。
　購入もしていない宝くじが当
たったというのもおかしな話で
すし、もし本当に宝くじに当た
ったのなら、手数料は当選金か
ら差し引けばよく、請求するの
は合理性に欠けるといえます。
　クレジットカードの番号と有
効期限、カードの所有者名を教
えることは、不正に利用されて
しまう危険があります。
　返信すると、相手に自分の個
人情報を与えてしまうことにな
りかねません。十分注意が必要
です。
　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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「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（街頭キャンペーン）
　薬物乱用は、心と身体をボロボロにするだけではなく、家族や友人を巻
き込み、大切な人生を崩壊してしまいます。
　薬物乱用を許さない社会環境づくりのための啓発活動として街頭キャン
ペーンを行います。
　時 ・　場 ６月２０日松　①午後３時・田無駅　②午後３時３０分・ひばりヶ丘駅
□主催　東京都薬物乱用防止推進西東京市地区協議会
◆健康年金課 　保 （札４３８－４０２１）


