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MAY 2010 7Ｊ：ＣＯＭチャンネル（地上デジタル放送１１チャンネル）で、西東京市の「市からのお知らせ」のデータ放送をご覧いただけます。

お役立ちガイお役立ちガイドド
　場 きらっと
　問 西東京青年会議所・高山
（札０９０－５５０２－６３４０）

■「８０２０表彰」を行います

　記念品を添えて表彰状を差し上げ
ます。該当すると思われる方、また
は該当者をご存知の家族や知人の方
はかかりつけ歯科医院（西東京市歯
科医師会会員）までご連絡ください。
　ただし、昨年表彰された方は除か
れます。
　対 ８０歳以上（４月１日現在）で、２０
本以上の歯がある元気な市民
□診査期間　
５月１５日松～６月１２日松
□診査機関　西東京市歯科医師会会
員医院・診療所で無料で確認します。
興表彰日
　時 ・　場 ６月２７日掌・きらっと
※「よい歯のコンクール」と同時に
行います。
　問 東京都西東京市歯科医師会
（札４６６－２０３３）

■都立田無特別支援学校公開

　時 ６月３日昭午前９時～正午
※当日は、午前９時までにお越しく
ださい。
　内 授業、施設見学な

ど（来年度入学希
望者には説明会を実施）
　問 都立田無特別支援学校
（南町５－１５－５・札４６３－６２６２）

■借金の返済でお悩みの方へ

　１人で悩まずお電話ください。個
人の秘密は堅く守ります。
　問 財務省関東財務局東京財務事務所
（札０３－５８４２－７４７５）

せんか。
①「ボランティア活動って、どんな
ことするの」
②「ボランティア活動を体験してみ
ましょう」
③「ボランティアの先輩方からお話
しを聞いてみましょう」
※施設の都合により、見学の日程を
変更する場合があります。
　申 ５月１５日松～３１日捷午前９時～午
後５時までに、下記へ電話またはフ
ァックス（日曜日を除く）
　問 西東京ボランティア・市民活動セ
ンター・篠原（田無町５－５－１２田
無総合福祉センター４階・札４６６－
３０７０・胃４６６－３５５５）　

 スカイタワー西東京で身近な電
波とふれあおう

　時 ５月２９日松午前１０時～午後５時
　場 スカイタワー西東京
　（芝久保町５－８－２）
　内 施設の一部公開、ラジオ工作教
室、アマチュア無線体験な

ど

　詳細は、下記　HP をご覧ください。
　HP  http://www.skytower１９５.com
　問 株式会社田無タワー広報企画室
（札４６７－１１８７　月～金曜日午前９
時～午後６時）

■第１０回わんぱく相撲西東京場所

　力いっぱい相撲を取る子どもたち
の雄姿をぜひご覧ください。また、
“愛情手わたしわくわく広場”を同
時開催。西東京市の魅力満載です！
　当日の運営ボランティア（中学生
以上）を募集しています。お気軽に
お問い合わせください。
　時 ５月２３日掌午前９時受付、午前９
時３０分開会

円／　締 ５月２５日昇
興ワード中級講座　８、１５、２２、２９
日火曜日午前（計４回）／　￥ ６，０００
円／　締 ５月３１日捷
興エクセル中級講座　８、１５、２２、
２９日火曜日午後（計４回）／　￥ ６，０００
円／　締 ５月３１日捷
興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／４、１１、
１８、２５日金曜日午後各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
　場 シルバー人材センター東伏見教室
※受講料はいずれもテキスト代込
み。
　対 ・　定 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・いずれも１０人
　申 往復はがきで、希望講座名・受講
日・住所・氏名・年齢・電話番号を
明記し、下記へ
　問 西東京市シルバー人材センター
（〒２０２－００１３　中町１－６－８　
保谷東分庁舎・札４２５－６６１１）

■ボランティアはじめて講座

　時 ①６月１５日昇②２２日昇③２９日昇
　午前１０時～正午　
※講義・実技とあわせて、ボランテ
ィア活動現場の見学があります。
　場 田無総合福祉センター４階、市内
福祉施設
　内 これからボランティアを始めたい
と考えている方を対象に、ボランテ
ィア活動に関する講習を行います。
ボランティアの先輩たちから、楽し
くわかりやすいお話しを聞いて、ボ
ランティア活動をスタートしてみま

■公立昭和病院職員募集

□職種・人数
看護師、助産師・３０人
□応募資格　平成２３年春に免許取得
見込みの方（平成２３年４月１日現在、
満４０歳未満の方）
□選考日　①６月５日松　②７月３１
日松　③１０月２日松
　締 ①５月２４日捷まで　②７月２０日昇
まで　③９月２１日昇まで
（いずれも消印有効）
　申 指定の申込書に必要書類を添え
て、各回の締切日までに同病院総務
課人事係に直接持参（代理人可）ま
たは簡易書留で郵送。
　申込書などは人事係で配布するほ
か、　HP からダウンロードできます。
　問 公立昭和病院総務課人事係
（札４６１－００５２）

 シニア対象パソコン教室　　　
６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（東伏見小学校西門
入る）へ移転しました】
興パソコンの始め方と入力　３日昭
午後１時～４時／　￥ 無料／　締 ５月
２４日捷
興パソコン入門講座　４、１１、１８、
２５日金曜日午前（計４回）／　￥ ６，０００

？お困りのときに無料相談？お困りのときに無料相談！！

  一般相談（予約不要）
日　時場　所

毎週月曜日～金曜日午前８時３０分～午後５時　市民相談室　田・保

専門相談（予約制）　
　申  ５月１７日捷午前８時３０分から希望する庁舎の市民相談室へ直接または
電話（★印は、５月６日昭から受付中）
なお、予約開始日は大変込み合いますので、ご了承ください。
　問  市民相談室 　田 （札４６０－９８０５）・　保 （札４３８－４０００）

日　時場所内　容
５月２５日昇、２６日昌、６月３日昭、４日晶午前９時～正午
※６月３日昭は人権・身の上相談を兼ねる
※６月４日晶は女性弁護士による相談

田

法 律 相 談
５月２７日昭は午前９時～正午で、人権・身の上相談を兼ねる
５月２５日昇、６月１日昇、２日昌　午後１時３０分～４時３０分
※５月２５日昇、６月１日昇は女性弁護士による相談

保

　午前９時～正午
★６月３日昭田人権・身の上

相 談 ★５月２７日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　５月２８日晶田

税 務 相 談
　６月４日晶保

　午後１時３０分～４時３０分
　６月３日昭田

不 動 産 相 談
　６月１０日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　６月１０日昭田

登 記 相 談
　６月１７日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　６月１０日昭田

表示登記相談
　６月１７日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　６月９日昌田

交通事故相談
★５月２６日昌保

　午後１時３０分～４時３０分　６月１４日捷田
年金・労災・雇用
保険・人事一般相談

　午後１時３０分～４時３０分　６月１８日晶田行 政 相 談

　午後１時３０分～４時３０分★６月２日昌田
相続・遺言・成年
後見等手続相談

 職場に「マンション」の勧
誘電話があり、断ると「見

ないと分からないだろう」と強
く一方的に話をされ、会う約束
をした。モデルルーム見学の約
束をしたが断りたい。自宅の連
絡先なども教えたので、来られ
たら怖い。
 この相談の場合は、手紙で
勧誘の経緯と、モデルルー

ムの見学は断る旨と、今後の勧
誘もしないように事業者代表者
宛に通知をするように助言しま
した。
　また、来訪され「帰ってくだ
さい」といっても帰らない時や、
恐怖を感じたら警察に連絡をす
る、事業者に安易に個人情報を
教えないなどの対策を助言しま
した。
　そのほかに「意識
調査のアンケート」
と訪問され、話を聞
くとマンションの
話で長時間の勧誘
が続き怖かった、断
っているのに何回
も勧誘電話があり、
会う約束をさせよ
うとする、などの相

Ｑ

Ａ

談があります。
　このような強引な勧誘に対し
ては「必要ありません」「お断り
します」など毅然と断り、早め
に電話を切るようにしましょ
う。また、切った後すぐに「途
中で切るのは失礼だ」「人の話を
聞かないのか」などとかかって
くる場合がありますが、ナンバ
ーディスプレイ（有料）などを
利用し着信拒否をする、留守電
設定にして電話に出ない、など
の方法があります。待ち伏せさ
れたり、恐怖を感じた時は警察
に相談をしましょう。
　非常に悪質な勧誘と感じたと
きは、事業者名や連絡先などを
聞き、直接都の不動産指導課に
申し出をすることも出来ます
（未登録事業者は対象外）。

　事業者名を聞い
ても名乗らない場
合は「迷惑電話」と
同じなのですぐに
切るようにしまし
ょう。
　詳細は、消費者セ
ンターへ
◆消費者センター
（札４２５－４０４０）
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消費生活相談 Ｑ＆Ａ


