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　問 東京しごとセンター多摩
（札０４２－３２９－４５２４）

■年金・雇用問題等特別相談会

　時 ７月１６日昭午後１時～４時
　場 田無庁舎
　問 東京都社会保険労務士会武蔵野支
部　担当：浅田（札４６５－３７４１）

□７月の夜間相談（要予約・無料）
①３日晶③８日昌⑤１３日捷⑫３０日昭
午後６時～９時
□経営講習会（要予約・無料）
　時 ７月２５日松午前１０時～午後３時
（昼休み１時間）
　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 ７月１５日昌１６日昭１７日晶の１日の
み。時間などはお問い合を。
　￥ １，０００円（受講料）
□パソコンの利用（有料）
　￥ １時間２００円
　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これから働く女性対象
　時 ７月２７日捷午後１時３０分～４時３０
分／　定 ５０人（予約制・先着順）
※託児あり（予約制・条件あり）
②３４歳以下対象（１日のみ可）
　時 ①７月２９日昌②３０日昭各午後１時
３０分～４時３０分／　定 各３０人（予約制）
③３０～５４歳対象
　時 ７月１５日昌　午後１時～５時／
　定 ５０人（予約制）
④５５歳以上対象
　時 ７月２２日昌午後１時３０分～４時３０
分／　定 各５０人（予約制）
⑤５５歳以上対象
　時 ７月２８日昇受付・午後０時３０分～
３時３０分、面接会・午後１時～４時
　場 ①昭島市公民館、②～⑤東京しご
とセンター多摩

札０４－２９２５－８１１１）
　￥ ４，０００円（パーティ代、賞品代、チ
ャリティーを含む）　
※プレーフィ１６，５００円（昼食代・飲
食別、キャディフィー、乗用カート、
利用税、消費税込：当日ゴルフ場に
支払い）
□競技方法　１８ホールストロークプ
レイ（新ぺリア方式）
　申 ７月１日昌から
　問 社会福祉協議会総務課法人運営係
（札４３８－３７７４）

■柳泉園組合ごみ手数料の改定

□改定時期　１０月１日から
□改定額　３８円／㎏（現行３５円／㎏）
　問 柳泉園組合（札４７０－１５５５）

■今月の薬湯～桃の葉湯～

　時 ７月５日掌
※小学生以下入浴無料（保護者同伴）。
　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

□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
□７月の特別相談日（相談無料）
　予約の方優先です。
①３日晶許７日昇③８日昌④９日昭
⑤１３日捷禦１４日昇魚２２日昌⑧２３日昭
⑨２４日晶⑩２７日捷供２９日昌⑫３０日昭
午後１時３０分～４時３０分
（許禦魚供午前９時３０分から）

■房総に海の家を開設

恭民宿『こいづか荘』
（札０４７０－７３－１６３９）
　場 勝浦市部原１１３３（交通機関：ＪＲ
外房線勝浦駅下車）
□宿泊室　６畳（３室）
□利用資格　市内在住の方
□利用料金　１泊２食付　６，０００円
※乳幼児は無料（寝具・食事なし）
※市発行の友好都市契約保養施設利
用券が使えます。
□期間　７月１日昌～８月３１日捷
　申 電話でサービスセンターへ予約。
予約後、来所いただき「利用申込書」
を記入のうえ、利用券の発行を受け
てください。
□利用の取消　利用日の７日前まで
とし、それ以降は利用料金を返還し
ません。
　問 勤労者福祉サービスセンター
　保 （札４６４－１３１１内線２８９７、２８９８）

■小学生のための無料手芸教室

　時 ８月３日捷午前１０時～午後４時
　対 ・　定 小学４年生以上・２０人
　内 ランチョンマット（刺しゅう）
　持 裁縫道具、昼食
　申 往復はがきに、住所・氏名・電話
番号・学年を明記し、７月１５日昌（必
着）までに〒２０２－００１３中町１－６
－８シルバー人材センターへ郵送
　HP http://www.sjc.ne.jp/wtokyo1/
　問 西東京市シルバー人材センター
（札４２５－６６１１）

 チャリティー・市民ゴルフ大会
参加者募集！！

　時 ９月２９日昇（雨天決行）
　場 西武園ゴルフ場（所沢市荒幡１４６４・

お役立ちガイお役立ちガイドド

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７月３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７月１５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

生活福祉課（田無庁舎１階）（札４６０－９８３６）
生活福祉課（保谷庁舎１階）（札４３８－４０２７）

毎週月～金曜日
午前８時３０分～午後５時生 活 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）
教育相談センター
（札４３８－４０７７）

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 電話相談
月～水曜日（札４５２－２２４４）、木・金曜日（札４３８－４０７７）

月～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・木曜日午前１０時～正午
午後１時～５時、６時～８時
金・土曜日
午前１０時～正午
午後１時～４時

（札４３８－１１００）
７月７日内科・１４日耳鼻科・２１日皮膚科・２８日眼科
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）７月３日・１０日・１７日・２４日・３１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
７月９日昭・１６日昭・１７日晶・２２日昌　
午前９時～正午
※７月９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
７月１４日昇・１５日昌・２１日昇
午後１時３０分～４時３０分
※７月１５日昌は女性弁護士による相談

田　８月６日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保　７月２３日昭　午前９時～正午

田　７月１０日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　７月１７日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　７月１６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　７月２２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

田　８月５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　７月３日晶午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、６月１７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！

★自然観察会

　昆虫や植物の自然観察を行いま
す。
　時 ・　場 
①７月２７日捷・東村山市八国山緑地
②８月１１日昇・西東京市東大農場
③９月５日松・青梅市永山公園
（雨天中止）
□集合・解散場所　①西武園駅午
前９時集合、正午解散　②東大農
場・午前９時集合、１１時解散　③
青梅駅・午前１０時集合、午後３時
解散
　対 ・　定 小平市・東村山市・清瀬市・
東久留米市・西東京市在住・在学
の小学生以上・各６０人
　申 はがきに、イベント名・日時・
住所・氏名・年齢（学年）・電話番
号・保護者の同意署名を明記し、
①７月１３日捷（必着）②７月２７日
捷（必着）③８月２２日松（必着）
までに、〒１８８－００１４芝久保町５
－１０－６４多摩六都科学館へ郵送。
　￥ ①～③５０円（保険料。当日徴収）
　問 多摩六都科学館（札４６９－６１００）


