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お役立ちガイお役立ちガイドド

 知的障害児・者デイサービス　
グループばんびの会　会員募集

　時 土・日曜日の活動（各人月３回の
参加）
通常：午後１時～４時３０分
スペシャル：午前１０時～午後４時３０
分
　場 田無公民館ほ

か

　内 余暇活動
　対 ・　定 市内在住の小学生（愛の手帳
保持者）・若干名
　￥ 入会金５,０００円（別途月会費あり）
※詳細は、下記へお問い合わせを。
　問 ばんびの会（札０８０－６５０９－０６６６
死 bambi-comex2@ezweb.ne.jp）

 アスタビルオープン１５周年記念　
田無駅前いまむかし写真パネル展

　田無駅前の移り変わりを写した写
真パネルを展示します。田無駅北口
駅前にあるアスタビルができる前、
昔の田無駅前はどんな風景だったか
ご存じですか？
　時 ３月１５日捷～２１日掌
午前１０時～午後９時
（最終日は午後５時まで）
　場 アスタ２階センターコート
　問 アスタ専門店街管理事務所
（札４６０－２０１２）

講座名・受講日・住所・氏名・年齢・
電話番号を明記し、下記へ
※いずれも１０人・パソコンの始め方
と入力および入門講座以外は文字入
力のできる方対象
　問 シルバー人材センター
（〒２０２－００１３中町１－６－８保谷
東分庁舎内・札４２５－６６１１）

 平成２２年度　都立看護専門学校
１日体験入学

　時 ・　場 ５月８日松・広尾、板橋
１５日松・荏原、府中、北多摩、青梅、
南多摩の各学校
　対 看護に興味のある高校生および社
会人
　申 インターネットの場合は、参加を
希望する各学校の　HP から。往復は
がきの場合は、住所・氏名（ふりが
な）・年齢・性別・電話番号・学校名
および学年または勤務先を明記し、
４月９日晶（消印有効）までに希望
する各学校へ。１人２校まで申込み
可（同日実施校への申込みは不可）。
　HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.
jp/joho/soshiki/isei/ijin/
　問 各学校一日体験入学担当者または
東京都福祉保健局医療政策部医療人
材課看護係（札０３－５３２０－４４４７）

□採用日　４月１日昭
※詳細は下記へお問い合わせを。
　問 保谷障害者福祉センター
（札４６３－９８６１）

 シニア対象パソコン教室　　　
４月受講者募集

【４月から教室がシルバー人材セン
ター東伏見教室へ移転】
◎パソコンの始め方と入力　８日昭
／午後１時～４時／　￥ 無料／　締 ３
月２６日晶
◎パソコン入門講座　９、１６、２３、
３０日の毎週金曜日／午前（計４回）
／　￥ 6,０００円／　締 ３月２９日捷
◎ワード初級講座　６、１３、２０、２７
日の毎週火曜日／午前（計４回）／
　￥ ６,０００円／　締 ３月２５日昭
◎エクセル初級講座　６、１３、２０、
２７日の毎週火曜日／午後（計４回）
／　￥ ６,０００円／　締 ３月２５日昭
◎パソコンの楽しい活用講座（詳細
は資料をご請求ください）／９、１６、
２３、３０日の毎週金曜日／午後各４回
／　￥ １回１,５００円（過年に当教室の講
座を受講された方は１回無料）
いずれも午前９時３０分～正午、午後
１時３０分～４時／受講料はテキスト
代込み／　場 シルバー人材センター
東伏見教室／　申 往復はがきで、希望

■社会福祉協議会臨時職員募集

□募集人員　１人
□業務　チェアーキャブ（車いすに
乗ったまま乗れるワゴン車）の運行
調整全般、利用者の訪問調査および
他関連事業所との連絡調整事務ほ

か

□雇用期間　４月１日～平成２３年３
月３１日（状況により更新あり）
□勤務日時　月～金曜日
午前９時～午後５時（休憩６０分）
※月１０時間程度の時間外勤務あり
□時間給　１時間８４０円
□通勤手当　１日につき４６０円まで
□資格な

ど　パソコン（ワード、エク
セル）の操作経験、相談業務の経験
者尚可
□保険　社会保険、雇用保険、労災
保険に加入
□募集期間　履歴書を３月１９日晶午
後５時必着にて下記へ郵送または持
参
□採用試験　面接（面接日時、場所
は、履歴書持参後に連絡）
　問 社会福祉協議会（〒２０２－００１３中
町１－６－８保谷東分庁舎内・
札４３８－３７７１）

■看護師（臨時職員）募集

□職種・人数　看護師・１人

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
３月２４日昌・※４月１日昭・２日晶
午前９時～正午
※４月１日昭は人権・身の上相談を兼ねる

法 律 相 談

専
門
相
談
（
予
約
制
）

保
３月２５日昭は午前９時～正午で人権・身の上
相談を兼ねる
４月６日昇・７日昌　午後１時３０分～４時３０分

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２６日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

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

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

登 記 相 談
保　４月１５日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　４月８日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保　４月１５日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　４月１４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

田　４月１２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
後見など手続相談

？お困りのときに無料相談？お困りのときに無料相談！！
■専門相談の予約開始　３月１７日昌午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、３月３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）　　　　　　

　昨年（平成２１年１月～１２月）の犯罪発生状況は下表のとおり、全刑法犯
は前年より減少し、平成１７年以降５年連続で減少傾向にあります。
　しかし、「ひったくり」「振り込め詐欺」など市民生活に身近な被害は後を
絶たないのが現状です。
　地域のネットワークが強ければ強いほど、犯罪を防ぐ効果があります。
日ごろから、あいさつ、声かけ運動にご協力をお願いします。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）
市内の刑法犯認知件数一覧表

その他
（万引き・置
き引きな

ど）

振り込
め詐欺

オート
バイ
盗難

自転車
盗難

車上
ねらい

ひった
くり侵入窃盗全刑法犯

（１～１２月
の刑法犯認
知件数）

うち
無施錠

うち
空き巣

１,１９2１９８４５５６８８５９３３２４８８１２３８６平成２１年
１,２３２５０９４７１１１,１０５１０５３９９８１４１２７６６平成２０年
－40－３１－１０－１５５－２２０－１２－７－５０－６０－３８０増減

※刑法犯認知件数とは、警察で発生を認知した事件の数のことです。 億億億億億億億億億億 （単位：件）

 不用品回収業者が頻繁に投
げ込み広告や、軽トラック

でのアナウンスで宣伝してい
る。依頼したいが、高額な引取
料を請求されないか心配。
 実際、質問のように、事前
に料金を提示せず、不用品

を運び出した後に高額な請求を
されるケースがあります。
　家庭から出されるごみは、自
治体が収集、運搬、処分するよ
うに定められていますが、収集
業者は次のことを守らなければ
なりません。
・ごみ（一般廃棄物）の収集・
運搬または処分を事業として行
う場合、各自治体に一般廃棄物
収集運搬業もしくは処分業の許
可を得なければならない。
・事前に見積りをして代金を知
らせる（代金など重要事項を知ら
せず作業後に高額請求することは
東京都消費生活条例違反）。
・請求金額の根拠を明確にする。

Ｑ

Ａ

・チラシには屋号だけではなく
事業者名、所在地を明記する。
・領収書を発行する。
　以上の内容が守られていなか
ったなど、請求後でも減額交渉
が出来る場合もあるので消費者
センターにご相談ください。
　引越しの際に発生する廃棄物
は引越業者が所定の場所まで運
び、一般廃棄物収集運搬業者に
取り次ぐことができるので、引
越業者に相談しましょう。
　粗大ごみの廃棄を希望する場
合は、市の粗大ごみ受付（札４２１
－５４１１）でお申し込みください。
また、大量のごみを一度に処理
したい場合は、ごみ減量推進課
（札４３８－４０４３）で一般廃棄物
処理業者を紹介することもでき
ます。
　詳しくは消費者センターまで
お問い合わせください。
◆消費者センター
（札４２５－４０４０）

不
用
品
回
収
に
つ
い
て

消費生活相談 Ｑ＆Ａ

■シルバー人材センターから　各種教室受講者募集

入会金月謝回数日時対象教室名場所

３，０００円

２，５００円月４回昌午後１時３０分～５時小学１～
６年生習字教室

東伏見教室（東伏
見小学校体育館
横）

４，０００円月３回晶午前１０時～正午

一般

茶道教室
４，０００円月３回昌午前１０時３０分～午後１時華道教室
４，０００円月３回捷午前１０時～正午和裁教室
２，０００円月２回第２・４昭午前１０時～正午着付教室
２，５００円月４回昭午前１０時～正午

一般
書道教室西原教室（西原総

合教育施設内） ３，５００円月２回第２・４松午前１０時～午後５時表装教室

※入会ご希望の方は、下記へお問い合わせを。
　問 西東京市シルバー人材センター（札４２５－６６１１）

市内の犯罪情市内の犯罪情勢勢！！！！～傾向と対策 ～傾向と対策～～


