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　この運動は、地域の皆さんと警察・防犯協会・自
治体・関係機関等が一体となって「安全で明るく住
みよい街づくり」を実現するために実施します。
興今年の統一スローガン
①子どもと女性の犯罪被害防止
②住宅を対象とする侵入犯罪の防止
③振り込め詐欺の被害防止
　ぜひ、この機会に犯罪を寄せ付けない防犯対策を
考えましょう。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

　場 アスタ２階センターコート
ひばりが丘図書館
　申 当日直接会場へ
　問 東京司法書士会田無支部
（札４５１－８７２７）

■不動産街頭無料相談会

　時 １０月６日昇午前１０時～午後４時
　場 田無駅改札口　コンコース前
　申 当日直接会場へ
　問 鋤全日本不動産協会東京都本部　
多摩北支部（札４７２－６６１１）

■第４回軒下ふれあいバザー

　時 １０月４日掌午前１０時～午後４時
　場 マックスバリュ田無芝久保店
（芝久保町１－１２－５）
　問 西東京ボランティア・市民活動セ
ンター（札４６６－３０７０）

■柳橋保育園から（子育て支援）

①園庭開放　
毎週水曜日午前１０時～午後３時
②母親学級
　時 １０月８日昭午前１０時～１１時３０分
　内 もく浴・タッチケア
　対 現在妊娠中の方、赤ちゃんの子育
て中の方
③お散歩
　時 １０月１６日晶午前９時３０分～１１時
　内 さつまいも掘り
　対 未就園児とその保護者
　￥ 親子で３００円
④試食参観
　時 １１月６日晶午前１１時～正午
　内 保育園の給食の試食・栄養相談
　対 未就園児とその保護者
　￥ 親子で６００円
※詳細は園の掲示板および子育て支
援だよりにてお知らせします。
　申 ②～④は要予約。
　問 柳橋保育園（札４６１－３６７３）

■料理教室

　介護予防を目的に食事作りを行い
ます。
□メニュー　鶏つくね焼・豆乳茶碗
蒸しほか２品
　時 １０月１７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 ５０歳以上の方
　定 ２０人（先着順）
　￥ ４００円（材料費）
　持 エプロン・ふきん・台ふきん・三
角巾・筆記用具
　講 向畑さ

ん（高齢者センターきらら栄養
士）
　申 １０月１０日松までに下記へ電話
　問 高齢者センターきらら
（札４５１－１２００）

　申 １１月１日掌から
　問 クリスト・ロア幼稚園 （札４６４－２２１３）
こみね幼稚園 （札４６５－７７１６）
田無いづみ幼稚園 （札４６１－８４６６）
田無富士見幼稚園 （札４６１－９５５３）
田無向ヶ丘幼稚園 （札４６３－５４９２）
つくし幼稚園 （札４２１－１５５１）
東京女子学院幼稚園 （札４６１－１７８３）
ひなぎく幼稚園 （札４２１－６０５８）
ひばりケ丘幼稚園 （札４６１－３８７６）
宝樹院幼稚園 （札４２１－１２１０）
みどりが丘保谷幼稚園 （札４２１－２６７８）
武蔵野大学附属幼稚園 （札４６８－３１７０）
明成幼稚園 （札４６１－８５１７）
谷戸幼稚園 （札４２１－４９４０）

 平成２２年度幼稚園類似施設　
４月入園児募集

□願書配布　１０月１５日昭から
　問 こひつじ園 （札４２１－６０８５）
たんぽぽ幼児教室 （札４６１－００４０）
サフラン愛児園 （札４６４－２０３２）

 平成２２年度私立幼児教育機関 
４月入園児募集

□願書配布　１０月１５日昭から
　問 たんぽぽ幼児クラブ
（札４６７－９７７４）

■しごとセンター多摩の就業支援

①再就職を目指す女性対象
　時 １１月１６日捷～３０日捷午前１０時～午
後４時／　定 ２５人／　申 １０月１日昭～
１５日昭の間に下記へ電話（選考面接
により決定）
②３４歳以下対象
　時 １０月１４日昌～１６日晶（３日間）各
午後５時４５分～７時４５分／　定 １５人
③これから働く女性対象
　時 １０月９日晶午後１時３０分～４時３０
分／　定 ５０人
④３４歳以下対象
　時 ①１０月２８日昌②２９日昭各午後１時
３０分～４時３０分／　定 ３０人
⑤３０歳～５４歳対象
　時 １０月１４日昌午後１時～５時／　定 ５０人
⑥５５歳以上対象
　時 １０月２１日昌午後１時３０分～４時３０
分／　定 ５０人
⑦就職応援フェスタＩＮ多摩
　時 １０月１６日晶（受付）午後０時３０分
～３時３０分、（面接）午後１時３０分～
４時
　申 ②～⑦は予約制（先着順）
　場 ③国分寺エルホール③以外は東京
しごとセンター多摩
　問 東京しごとセンター多摩
（札０４２－３２９－４５２４）

 司法書士・税理士による　　　
無料法律相談会

　時 １０月２４日松午前１０時～午後４時

　１０月の中小企業診断士等による特
別相談日は、次のとおりです。
　時 ①２日晶許６日昇距７日昌鋸８日
昭⑤９日晶⑥１３日昇魚１５日昭⑧１９日
捷⑨２１日昌⑩２２日昭⑪２６日捷⑫３０日
晶午後１時３０分～４時３０分
（許距鋸魚午前９時３０分から）
□夜間相談（要予約・無料）
　時 ①２日晶⑧１９日捷⑪２６日捷⑫３０日
晶午後６時～９時
□経営講習会（要予約・無料）
　時 １０月２１日昌・２２日昭午後７時～９
時（２日間コース）
　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 １０月１４日昌・１５日昭・１６日晶の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）
　今月は休みになります。
　空き店舗情報を募集しています。
□パソコンの利用（有料）
　対 創業・開業を考えている方（パソ
コンの簡単な指導あり）。
　￥ 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）

 安全・安心まちづくりネットワ
ーク市民のつどい

　安全で明るく住みよい街づくりを実
現するために市民の集いを開催しま
す。
　時 １０月９日晶午後１時～４時３０分
　場 保谷こもれびホール
第１部…開会の言葉、来賓挨拶な

ど

第２部…講演（総合防犯設備士によ
る無料でできる防犯対策について）、
アトラクション（江戸曲独楽、講談）
□主催　田無警察署、田無地区防犯
協会連合会　
　問 田無警察署防犯係
（札４６７－０１１０　内線２６１２）

 平成２２年度私立幼稚園 
４月入園児募集

□願書配布　１０月１５日昭から

■公立昭和病院職員募集

□職種・資格な
ど

◎看護師・助産師（６０人）・当該免許
をお持ちの方で採用日現在５５歳未満
または、当該免許取得見込み（平成
２２年春）で平成２２年４月１日現在４０
歳未満の方
◎電気技術（１人）・第三種電気主任
技術者の免状をお持ちの方で採用日
現在４０歳未満の方
　申 ①採用選考受験申込書（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）学校など
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。
□選考案内・申込書などの配布
　同病院人事係で配布、詳細は必ず
採用選考案内でご確認ください。
　HP http://www.kouritu-showa.jp/
　問 公立昭和病院総務課人事係
（札４６１－００５２）

■柳泉園グランドパーク臨時休業

興湯～プラザ柳泉園・トレーニング室
休業…１０月７日昌～１７日松
営業…１０月１８日掌から
興室内プール
休業…１０月７日昌～１９日捷
営業…１０月２０日昇から
　問 柳泉園グランドパーク
（札４７３－３１２１）

■自衛消防訓練審査会

　事業所の自衛消防隊の活動能力の
向上と自主防災体制の確立を目的に
審査会を開催しています。今年度は２９
事業所３５自衛消防隊が参加します。
　時 １０月５日捷午後０時３０分～４時
　場 田無自動車教習所
（芝久保町４－４－４）
　問 西東京消防署（札４２１－０１１９）

■今月の薬湯～ラベンダー湯～

　クジ引きで記念タオルをプレゼント。
　時 １０月１０日松（銭湯の日）
※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…事業計画作成の手伝いや日本
政策金融公庫（旧国民生活金融公庫）
への紹介
創開業…必要な諸手続きな

ど

その他…基本的知識や、疑問・質問な
ど

□特別相談日（予約優先・相談無料）

お役立ちガイお役立ちガイドド

１０月１１日掌～２０日昇

全国地域安全運動全国地域安全運動  
　満７０歳以上の都民で希望される方に、都営
交通、都内民営バスに乗車できるシルバーパ
ス（有効期限：平成２２年９月３０日まで）を発
行します。
　申 満７０歳になる月の初日から申し込みできま
す。住所・氏名・生年月日が確認できる証明
書（保険証な

ど）と、①～③の該当する項目の
書類を持参し、最寄りのシルバーパス取り扱
いバス営業所へ。
①平成２１年度住民税が非課税の方…１，０００円
と「平成２１年度介護保険料納入（決定）通知
書」の所得段階区分欄に１～４（特例４を含

む）の記載があるもの、平成２１年度住民税非
課税証明書、生活保護受給証明書のいずれか
②平成２１年度住民税が課税で、前年の合計所
得金額が１２５万円以下の方…１，０００円と「平成
２１年度介護保険料納入（決定）通知書」、平成
２１年度住民税課税証明書、平成２１年度住民税
納税通知書のいずれか
③平成２１年度住民税が課税で、前年の合計所
得金額が１２５万円を超えている方…２０，５１０円
　問 鋤東京バス協会シルバーパス専用
（札０３－５３０８－６９５０）

■ 東京都シルバーパスの発行 ■


