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 ２月２８日掌の東京マラソン２０１０
開催に伴う交通規制

　大会当日は、都庁・飯田橋・日比
谷・品川・銀座・日本橋・浅草・築
地・有明などマラソンコースを中心
に都内で長時間の交通規制が行われ
ます。皆さんのご理解とご協力をお
願いします。
　詳細は、下記　HP をご覧ください。
　HP  http://www.tokyo42195.org/
　問 東京マラソン事務局
（札０３－５３２０－７４８３）

■陶芸教室

　時 ２～７月の第３土曜日（全６回）
午前１０時３０分～午後３時３０分
　場 どろんこ作業所（東伏見２号分庁舎）
　定 １３人（６人以上で実施）
　￥ １２，０００円（全６回分）
　問 どろんこ作業所・いまじ
（札４６１－８３６４）

 国立ファ－ム社長　　　　　　
高橋がなり氏の無料講演会

　商売の姿勢や考え方・そして自身
の半生を語っていただきます。
　時 ・　場 ２月１２日晶午後７時開演、６
時３０分開場・武蔵野公会堂
　定 ３５０人
□主催　東京都商工会青年部連合会
　問 西東京商工会保谷事務所・遠藤
（札４２４－３６００）

 手打ちうどんと農業体験交流会
女性参加者募集

　時 ２月２７日松午前１０時～午後５時
　場 ＪＲ青梅線西立川駅
　対 ２０歳以上の独身女性
　定 １５人（応募多数の場合は抽選）
　￥ ２，０００円
□主催　除東京都農林水産振興財団
　申 ファックス・Ｅメールで、住所・氏名・
日中の連絡先・生年月日・職業を明記
し、２月８日捷（必着）までに下記へ
　問 除東京都農林水産振興財団（札０４２

（妙法湯札４６１－３７８９）

 西東京創業支援・経営革新相談
センター

興特別相談日（相談無料・予約優先）
　２月の中小企業診断士などによる
相談日は、次のとおりです。
①２日昇②４日昭③８日捷④９日昇
⑤１０日昌⑥１５日捷⑦１７日昌⑧１８日昭
⑨１９日晶⑩２２日捷⑪２３日昇⑫２６日晶
午後１時３０分～４時３０分
興夜間相談（要予約・無料）
①２日昇⑩２２日捷午後６時～９時
興パソコン講習会（要予約・有料）
　時 ２月２４日昌・２５日昭・２６日晶の１
日のみ。時間などはお問い合せを。
　￥ １，０００円
興空き店舗セミナー（無料）
　時 ２月１８日昭午後７時～９時
　空き店舗情報を募集しています。
興パソコンの利用（有料）
　￥ １時間２００円
　場 西東京創業支援・経営革新相談セ
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）

 ２０１０年度ＦＣ東京・市民スポー
ツボランティア新規会員説明会

　時 ２月６日松午後１時～２時（受付
０時３０分から）
　場 鹿島建設技術研究所（京王線飛田
給駅南口より徒歩０分）
　内 活動内容の紹介、会員登録・活動
参加方法の説明な

ど

　対 １５歳以上（中学生は今年３月卒業
予定の方）
　申 当日直接会場へ
　問 ＦＣ東京・市民スポーツボランテ
ィア事務局（札４８８－６２８０）

■多摩六都科学組合事務嘱託員募集

□職務・人数　一般事務・１人
□任用期間　４月１日～平成２３年３
月３１日
□勤務時間　週５日、１日６時間
□報酬　１，３７０円（時間給）
□応募資格　次の要件を満たす方　
①広報物製作、　HP 製作など広報実務
の経験が３年以上ある方　②英語が
堪能な方　③パソコンのワープロソ
フト、表計算ソフトの基本操作が可
能な方
□応募　２月９日昇～２１日掌に履歴
書と小論文を下記へ直接持参（１５日
捷を除く）。詳細はお問い合わせを。
　問 多摩六都科学館（札４６９－６９８２）

 調査報告会「日の出町谷戸沢処
分場における２５年間にわたる
動植物の移り変わり」

　時 ・　場 ３月６日松午後２時開演（１
時３０分開場）・日の出町イオンモール
　定 １５０人
　講  高  槻  成  紀 さん（麻布大学獣医学部教

たか つき せい き

授）ほ
か

　申 はがき・ファックス・Ｅメールで、
参加者全員の氏名・年齢・住所・電
話番号を記入し、２月１７日昌（必着）
までに下記へ（２月２２日捷に参加票
の発送。希望者多数の場合は抽選）
　問 東京たま広域資源循環組合
（〒１８３－００５２　東京都府中市新町
２－７７－１・札０４２－３８５－５９４７・胃
０４２－３８４－８４４９・死 25houkokukai@
tama-junkankumiai.com）

■今月の薬湯～行者の湯～

　時 ２月７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

お役立ちガイお役立ちガイドド

問い合わせ場　　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２月５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２月１７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
（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

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

（予約済みの方のみ）
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）

パリテ（住吉会館１階）
※事前に電話予約
【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）
２月２日内科・９日小児科・１６日耳鼻科・２３日産婦人科
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）２月５日・１２日・１９日・２６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　前８時３０分～午後５時一 般 市 民 相 談

田２月１２日晶、１８日昭、１９日晶　午前９時～正午
※２月１２日晶は女性弁護士による相談

法 律 相 談

専
門
相
談
（
予
約
制
）

保
２月９日昇、１０日昌、１６日昇、１７日昌
午後１時３０分～４時３０分
※２月１７日昌は女性弁護士による相談

田　３月４日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保　２月２５日昭　午前９時～正午

田　２月１２日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　２月１９日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　２月１８日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保★２月１２日晶　午後１時３０分～４時３０分
田★２月９日昇　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保★２月１８日昭　午後１時３０分～４時３０分
田★２月９日昇　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保★２月１８日昭　午後１時３０分～４時３０分
田★２月１０日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保　２月２４日昌　午後１時３０分～４時３０分

田★２月８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★２月１９日晶　午後１時３０分～４時３０分行 政 相 談

保　３月１２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　２月３日昌午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、１月１９日昇から受付中）
　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！

　東京消防庁管内での火災発生件数は、過去５年間で緩やかな減少傾向を示
しているものの、昨年は５，５９７件発生しており、１２９人の方が亡くなられてい
ます。そして、その約半数を６５歳以上の高齢者の方が占め
ています。
　火災の原因は火の使用だけではなく、放火が大幅に増加
しています。時間別にみても、すべての時間帯で増加して
います。燃えやすい物を外に放置せず、地域で日ごろから
火災予防対策について話し合っておくことが必要です。
　４月１日から一般住宅への住宅用火災警報器の設置が、
東京都火災予防条例で義務付けられます。火災は早期の発
見がとても重要です。被害を大きくしないために、早めに
住宅用火災警報器を設置しましょう。
　問 西東京消防署（札４２１－０１１９）

火災から高齢者を守ろう


