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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８月７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８月１９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

（住吉会館ルピナス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
（住吉会館ルピナス１階）
※いずれも予約優先です。

予約受付時間
月・火・金・土曜日 
　午前９時～午後５時
水・木曜日
　　午前９時～午後８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）休日診療案内です。
　（８月の相談はお休みです）

電話医療相談
（西東京市医師会）

（札４６６－２０３３）８月７日・１４日・２１日・２８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・保毎週月曜日～金曜日午前８時３０分～午後５時一 般 市 民 相 談

田
８月１３日昭、２０日昭、２１日晶
午前９時～正午
※８月１３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
８月１１日昇、１２日昌、１８日昇、１９日昌
午後１時３０分～４時３０分
※８月１９日昌は女性弁護士による相談

田　９月３日昭午前９時～正午人権・身の上
相 談 保　８月２７日昭午前９時～正午

田　８月１４日晶午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　８月２１日晶午後１時３０分～４時３０分
田　８月２０日昭午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保★８月１３日昭午後１時３０分～４時３０分
田★８月１３日昭午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保★８月２０日昭午後１時３０分～４時３０分
田★８月１３日昭午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保★８月２０日昭午後１時３０分～４時３０分
田★８月１２日昌午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保　８月２６日昌午後１時３０分～４時３０分

田★８月１０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★８月２１日晶午後１時３０分～４時３０分行 政 相 談

保　９月１１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

■専門相談の予約開始　８月４日昇午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、７月１６日昭から受付中）
　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！

⑤５５歳以上対象
　時 ８月１９日昌午後１時３０分～４時３０
分／　定 各５０人（いずれも予約制）。
　場 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）

■三鷹の森ジブリ美術館にご招待

　時 １０月１日昭
　対 ・　定 西東京市、武蔵野市、小金井
市、調布市、府中市、三鷹市の市民・
４人１組６００組
　申 はがきに、郵便番号・住所・代表
者名（ふりがな）・年齢・人数（４人
まで。３歳以下は人数に含まない）・
電話番号・希望入館時間（①午前１０
時②正午③午後２時④４時のいずれ
か）を記入のうえ、８月３日捷～１２
日昌（必着）までに、〒１８１－８５５５
三鷹市役所生活環境部コミュニティ
文化室「三鷹の森ジブリ美術館招待」
係へ
※複数枚の申込は、無効。招待状の
発送をもって当選と代えます。
　問 三鷹市コミュニティ文化室
（札０４２２－４５－１１５１　内線２５１７）

　創業・開業を考えている方は、当
センターのパソコンをご利用くださ
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）

■犯罪被害者などに関する標語募集

　どなたでも応募できます。原則一
人１点、未発表オリジナル作品に限
ります。
　申 作品に①氏名（ふりがな）②住所③
電話番号④性別⑤年齢⑥職業（高校
生以下の方は学校名・学年）を明記
し、８月１１日昇（消印有効）までに
〒１００－８９７０千代田区霞ヶ関３－１
－１合同庁舎４号館４階「犯罪被害
者等施策推進室　標語募集係」へ郵
便、ファックス。下記　HP からも可。
　HP http://www８.cao.go.jp/hanzai/index.html
　問 内閣府犯罪被害者等施策推進室
（札０３－３５８１－１１６２　胃０３－３５８１
－０９０２）

■しごとセンター多摩の就業支援

①３４歳以下対象
　時 ９月８日昇～１０月２２日昭の毎週
火・木曜日（計１２日間）午後１時３０
分～４時３０分／　定 １５人
②これから働く女性対象
　時 ８月１７日捷午後１時３０分～４時３０
分／　定 ５０人（託児あり）
③３４歳以下対象
　時 敢８月２６日昌柑２７日昭午後１時３０
分～４時３０分／　定 ３０人
④３０歳～５４歳対象
　時 ８月１２日昌午後１時～５時／　定 ５０人

　問 東京都共同募金会事業部配分担当
（札０３－５２９２－３１８３　胃０３－５２９２
－３１８９）

■今月の薬湯～ハッカ湯～

　夏の疲れた肌を引き締め、スカッ
とさわやか。
　時 ８月２日掌
※小学生以下は入浴無料（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）
　中小企業診断士等による相談です
（予約優先）。
①４日昇②５日昌距６日昭鋸１０日捷
⑤１２日昌⑥１３日昭⑦１８日昇亨１９日昌
⑨２１日晶京２６日昌⑪２７日昭⑫３１日捷
午後１時３０分～４時３０分（距鋸亨京
午前９時３０分～午後４時３０分）
□夜間相談（要予約・無料）
①４日昇⑦１８日昇⑨２１日晶⑫３１日捷
午後６時～９時
□パソコン講習会（要予約・有料）
　時 ８月２４日捷２５日昇２６日昌の１日の
み。時間などはお問い合わせを。
　￥ １，０００円（受講料）
□空き店舗セミナー（無料）
　時 ８月１７日捷午後７時～９時
　空き店舗情報を募集しています。
□パソコンの利用（有料）

■公立昭和病院職員募集

□職種・資格　①理学療法士・免許
をお持ちの方（１人）②看護師、助
産師・平成２２年免許取得見込みの方
（６０人）、免許をお持ちの方（３０人）
　申 ①採用試験（選考）受験申込書
（指定様式）　②（免許をお持ちの
方）免許証の写し、（免許取得見込み
の方）学校等の卒業（見込）証明書
および成績証明書を同病院総務課人
事係に直接持参（代理人可）または
簡易書留で郵送。
　申込書などは下記　HP または人事
係にて入手願います。
　HP http://www.kouritu-showa.jp/
　問 公立昭和病院総務課人事係
（札４６１－００５２）

 昭和病院組合　平成21・22年
度指名競争入札参加資格の随時
登録受付

　平成21・22年度に物品供給・業務
委託など、当組合と取引を希望され
る方の受付を８月１日松から随時行
います。詳細は、下記　HP （契約情報）
をご覧ください。
　HP http://www.kouritu-showa.jp/
　問 公立昭和病院財務課契約担当
（札４６１－００５２）

■共同募金地域配分（Ｂ配分）の公募

□申請額　１０万円～３０万円以内
　対 地域福祉の増進を目的とした施
設・団体
　締 ８月２８日晶（必着）
　詳しくは下記　HP をご覧ください。
　HP http://www.tokyo-akaihane.or.jp/shi
nsei/b-haibun.php
死haibun@tokyo-akaihane.or.jp

お役立ちガイお役立ちガイドド


