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考ポイントや面接でのマナーな
ど

※１日だけの参加、両日の参加、ど
ちらでも結構です。
　定 各３０人（予約制・先着順）
③３０～５４歳対象「１日で学べる再就
職活動のテクニック」
　時 ３月１０日昌午後１時～５時
　定 ５０人（予約制・先着順）
④５５歳以上対象「１日で学べる再就
職活動のテクニック」
　時 ３月２４日昌午後１時３０分～４時３０
分
　定 ５０人（予約制・先着順）
　場 ・　問 東京しごとセンター多摩
（札０４２－３２９－４５２４）

■療育相談・講演会

　時 ３月１５日捷午後１時３０分～３時３０分
　場 多摩小平保健所
　内 コミュニケーションの苦手な学童
への対応。「発達障害では？」と気に
なっている保護者の方へ。
　講 橋本創一さ

ん（東京学芸大学教育実
践研修センター）
　申 電話、ファックスで、参加者氏名・
子どもの年齢・学年・住所・電話番号・
相談したいことを明記のうえ、３月
１０日昌までに下記へ
　問 多摩小平保健所保健対策課
（札４５０－３１１１・胃４５０－３２６１）

■東村山税務署から

　平成２１年分の申告書の提出および
納付は、所得税・贈与税は３月１５日
捷、個人事業者の消費税および地方
消費税は３月３１日昌までです。
　確定申告に関する詳しい情報は、
国税庁　HP http://www.nta.go.jp/でご
確認ください。
　問 東村山税務署（札０４２－３９４－６８１１）

　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）

 北多摩北部医療圏脳卒中ネット
ワーク都民講演会

　時 ・　場 ３月２０日松午後２時～４時／
多摩北部医療センター緑生館（東村
山市青葉町１－７－１）
第１部　『ほっとけ心のアッパレ介護』
　講  田  辺  鶴  瑛 さん（講談師）

た なべ かく えい

第２部『地域在宅医療資源と訪問リ
ハビリの実際』
　講  仙  洞  田  洋  登 さん（ 美  住 訪問リハビリ

せん どう だ ひろ と み すみ

テーションセンター）
第３部『北多摩北部地域の在宅ケア
を支える資源』
　講  石  橋  幸  滋 さん（石橋クリニック）

いし ばし ゆき しげ

　申 当日直接会場へ
□主催　北多摩北部医療圏医療機能
連携協議会・多摩小平保健所
　問 東村山市医師会（札０４２－３９５－１２１２）

■しごとセンター多摩の就業支援

①団魂の世代対象
「定年退職後の働き方を考える」
　時 ３月１２日晶午後１時１５分～４時４５分
　内 ライフプランの作成、定年後の再就
職に向けたさまざまなノウハウについて
　定 ５０人（予約制・先着順）
②３４歳以下対象　就活セミナー
「ベーシック＆アドバンス」
　時 ①３月１７日昌　②１８日昭
いずれも午後１時３０分～４時３０分
　内 ①就活ベーシック：就活の進め方
や自分の隠れた経験や長所の探し
方。応募書類の作成のポイント。
②就活アドバンス：採用担当者の選

　申 はがきに、住所・氏名・学校名・
新学年・電話番号・中学生は学科を
明記し、３月１９日晶までに下記へ。
　問 シルバー人材センター（〒２０２－００１３
中町１－６－８・札４２５－６６１１）

■今月の薬湯～紅花の湯～

　紅花の湯はアレルギーや美容に効
果があるといわれる薬湯です。
　時 ３月７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・経営革新相談
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）への紹介
創開業…必要な手続きな

ど

その他…基本的知識や、疑問・質問
□３月の特別相談日（予約優先・相
談無料）
虚２日昇②３日昌③４日昭④５日晶
⑤８日捷⑥９日昇⑦１０日昌亨１５日捷
⑨１６日昇⑩１８日昭供１９日晶侠２４日昌
午後１時３０分～４時３０分
（虚亨供侠午前９時３０分から）
□３月の夜間相談（要予約・無料）
③４日昭④５日晶⑤８日捷⑨１６日昇
午後６時～９時
□パソコン講習会（要予約・有料）
　時 ３月１０日昌１１日昭１２日晶の１日の
み。時間などはお問い合わせを。
　￥ １，０００円
□パソコンの利用（有料）
　￥ １時間２００円

 地域福祉権利擁護事業・          
登録生活支援員募集　　　　

　地域福祉権利擁護事業とは、高齢
者または知的障がい・精神障がいなど
のため判断能力に不安がある方を対
象に、契約により福祉サービスの利用
支援を行う事業です。生活支援員は利
用者の安心した生活を支える直接援
助を行います。
□事業説明会
　時 ３月８日捷午後２時～３時３０分
　場 保谷東分庁舎
□募集人員　５人程度
□報酬　時給１，０１０円
□応募資格　①地域福祉に熱意を持
つ２０歳以上の方　②週１回、平日の
日中活動ができる方　③将来、社会貢
献型後見人として活動する見込みの方
□選考方法　書類選考と面接
□応募方法　事業説明会にて案内
　問 ・　申 権利擁護センターあんしん西
東京（札４３８－３７７６・胃４３８－３７７２）

■西原学習教室　受講生募集

　少人数のクラス編成で、豊かな経
験を持った講師の方々の行き届いた
指導が受けられます。

　￥ 入会金…３，０００円
受講料…小学生７，０００円（２教科）、
中学生３，５００円（１教科）

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３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３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
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

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）
３月２日内科・９日整形外科・１６日眼科・２３日内科・３０日
外科　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）３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～金曜日午前８時３０分～午後５時一 般 市 民 相 談

田

※３月１１日昭、１８日昭、１９日晶、２３日昇
午前９時～正午
※３月１１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
３月１０日昌、１６日昇、※１７日昌
午後１時３０分～４時３０分
※３月１７日昌は女性弁護士による相談

田　４月１日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保　３月２５日昭　午前９時～正午

田　３月１２日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　３月１９日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　３月１８日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保★３月１１日昭　午後１時３０分～４時３０分
田★３月１１日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保★３月１８日昭　午後１時３０分～４時３０分
田★３月１１日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保★３月１８日昭　午後１時３０分～４時３０分
田★３月１０日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保　３月２４日昌　午後１時３０分～４時３０分

保★３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　４月１６日晶　午後１時３０分～４時３０分行 政 相 談

田　４月７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　３月３日昌午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、２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！

□平成２２年度　時間割予定表
金木水火月時間

なし

４年
国語

４年
算数

午後4時20分
　～5時20分小

学
生 ６年

国語
５年
算数

５年
国語

６年
算数

午後５時３０分
　～6時30分

２年
数学

１年
英語

１年
数学

２年
英語

午後6時４０分
　～7時50分中

学
生 ３年

英語
３年
数学

午後7時50分
　～9時


