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　今年度「人権の花運動」実施
校である泉小学校と谷戸第二小
学校で、みんなで大切に育てた
花がきれいに咲きました。花と
一緒に育んだやさしい心を地域
で見守りましょう。
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　定 ２５０人（先着順）
　￥ ４，９００円（受講手数料。この他に別
途、指定テキスト）
　申 １１月１６日捷～２０日晶(午前９時３０
分～午後４時)までに申込書に受講
手数料を添えて、都市整備局都市づ
くり政策部緑地景観課（都庁第二本
庁舎２１階中央）へ直接持参
□申込書の配布　東京都、区・市役
所の屋外広告物担当窓口へ
　HP  http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/
index.html
　問 都市整備局緑地景観課
（札０３－５３８８－３３３５）

■今月の薬湯～柿の葉湯～

　時 １１月１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）

■田無病院祭り（フリーマーケット）

　時 １１月15日掌
　午前１０時１０分～午後３時　
　場 同病院内（駐車場）
※フリーマーケット出店希望の方
は、下記へ（　￥ １，０００円／1区画）
　問 田無病院・高岡、皆川
（札４６１－７９８１）

　申 電話またはファックスで１１月１９日
昭までに下記へ
　問 多摩小平保健所
（札４５０－３１１１・胃４５０－３２６１）

■東村山税務署から

興年末調整等説明会
　給与の支払者を対象に、平成２１年
分年末調整、法定調書等の作成につ
いて、説明会を開催します。
　時 １１月１０日昇午後１時３０分～４時
　場 保谷こもれびホール
※申込み不要、直接会場へ。車での
来場はご遠慮ください。
興「e-Tax」のご利用を
　源泉所得税の納付は「e-Tax」の
利用が便利、ぜひご利用ください。
　詳しくは、「e-Tax」　HP  http://www.e-
tax.nta.go.jpまたはヘルプデスク（札
０５７０－０１５９０１）
　問 東村山税務署法人課税第２部門
（札０４２－３９４－６８１１）

■屋外広告物講習会

　時 平成２２年１月１９日昇・２０日昌
午前９時３０分～午後４時１５分
　場 都民ホール（都議会議事堂）
　対 都内で屋外広告業を営んでいる方
または営もうとしている方

□経営講習会（要予約・無料）
　時 １１月２６日昭・２７日晶
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 １１月１６日捷・１７日昇・１８日昌の１
日のみ。時間などはお問い合せくだ
さい。
　￥ １，０００円
□パソコンの利用（有料）
　パソコンの簡単な指導も行ってい
ます。
　対 創業・開業を考えている方
　￥ 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）

■在宅栄養士研修会

　時 １１月３０日捷午前１０時～正午
　場 多摩小平保健所
　内 最新の栄養情報
　対 管理栄養士または栄養士の資格が
ある方で、現在常勤の職についてな
い方

 平成２１年度～２３年度柳泉園組合
競争入札参加資格審査追加申
請の受付

□受付期間　１２月１日昇～２２日昇
　申 下記　HP をご覧ください。
　HP  http://www.ryusenen.or.jp
　問 柳泉園組合総務課（札４７０－１５４６）

■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・予約優先）
　１１月の中小企業診断士などによる
特別相談日は、次のとおりです。
虚４日昌②６日晶距１０日昇④１２日昭
⑤１６日捷⑥１９日昭魚２０日晶亨２４日昇
⑨２５日昌⑩２６日昭⑪２７日晶⑫３０日捷
午後１時３０分～４時３０分（虚距魚亨
午前９時３０分から）
□夜間相談（要予約・無料）
②６日晶⑥１９日昭⑨２５日昌⑫３０日捷
午後６時～９時

お役立ちガイお役立ちガイドド

泉小学校

谷戸第二小学校

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１１月６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１１月１８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）

※外出の難しい方要相談

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
（ 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）
１１月10日耳鼻科・１７日整形外科・２４日内科
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）１１月６日・１３日・２０日・２７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
１１月１２日昭・１９日昭・２０日晶
午前９時～正午
※１１月１２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
１１月１１日昌・１７日昇・１８日昌
午後１時３０分～４時３０分
※１１月１８日昌は女性弁護士による相談

田　１２月３日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保　１１月２６日昭　午前９時～正午

田　１１月１３日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　１１月２０日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　１１月１９日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保★１１月１２日昭　午後１時３０分～４時３０分
田★１１月１２日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保★１１月１９日昭　午後１時３０分～４時３０分
田★１１月１２日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保★１１月１９日昭　午後１時３０分～４時３０分
田★１１月１１日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保　１１月２５日昌　午後１時３０分～４時３０分

保★１１月９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★１１月５日昭　午後１時３０分～４時３０分行 政 相 談

田　１２月２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　１１月４日昌午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、１０月１９日捷から受付中）
　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！

　ひったくりは、ちょっとした心がけで未然に防ぐことができます。
①徒歩の場合は、バッグを建物側に持ったり、胸にしっかりかかえる、タ
スキ掛けにするなど、持ち方の工夫をする。②自転車のカゴには「ひった
くり防止ネット・カバー」を装着する。③後方からバイクや自転車が近づ
いてきたら警戒する。④金融機関などで現金を下ろした後は特に警戒す
る。⑤夜間の帰宅などは、遠回りでも明るく、人通りのある道を選ぶ。⑥
歩きながらヘッドホンで音楽を聴いたり、メールや通話を控える。
　問 田無警察署防犯係（札４６７－０１１０）◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

ひひひひひひひひひひひひひひひひひっっっっっっっっっっっっっっっっったたたたたたたたたたたたたたたたたくくくくくくくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりりりりりりりり被被被被被被被被被被被被被被被被被害害害害害害害害害害害害害害害害害防防防防防防防防防防防防防防防防防止止止止止止止止止止止止止止止止止対対対対対対対対対対対対対対対対対策策策策策策策策策策策策策策策策策ひったくり被害防止対策！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ ～６つの心がけ～ 人権の花が咲きました人権の花が咲きました！！


