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JUN 2010 9エフエム西東京（８４．２ＭＨｚ）で、西東京市の「市からのお知らせ」を放送しています。

お役立ちガイお役立ちガイドド
　時 ６月１１日晶（お絵かき）
③母親学級
　時 ６月２５日晶（もく浴・タッチケア）
④子育て支援広場
　時 ７月１６日晶（簡単手作りおもちゃ）
　対 いずれも未就園児とその保護者
　申 ①以外は１か月前から電話受付。
　詳細は、園の掲示板、子育て支援
だよりでお知らせします。
　問 柳橋保育園（札４６１－３６７３）

■ボランティア養成講座

　時 ７月３日松・１７日松、９月４日松、
１０月３日掌　午前９時３０分～正午
　場 田無特別支援学校
　￥ １，９００円（受講料な

ど）
　問 田無特別支援学校経営企画室
（札４６３－６２６２）

 平成２２年度災害時徒歩帰宅訓練
参加者募集

　時 ６月１２日松午前９時から受付。
　午前９時３０分に各所を出発。
（小雨決行）
　場 都庁都民広場、井の頭恩賜公園の
いずれか
　申 はがき・ファックス・Ｅメールの
いずれかで、住所（市まで）・氏名・
希望するスタート地点・歩くルート
および通過するエイドステーション
（予定可）を記入して、６月９日昌
（消印有効）までに、〒１６９－８５４０　
新宿区大久保１－２－１５日本赤十字
社東京都支部救護課へ
※エイドステーション開設場所など
は、下記へお問い合わせを。
　HP  http://www.tokyo.jrc.or.jp
　問 日本赤十字社東京都支部
（札０３－５２７３－６７４４
　胃０３－５２７３－６７４９
　死 kyugo@tokyo.jrc.or.jp）

（清瀬市松山２－６－２３）
　対 独立・起業に向けて新たな一歩を
踏み出そうとする方
　定 ４０人（先着順）
　問 西東京商工会（札４２４－３６００）

 「社会福祉協議会の愛称とマス
コットキャラクター」募集

□資格　市内在住・在学・在勤者
　申 所定の応募用紙（公共施設配置）
かＡ４以下の紙に、「愛称」か「マス
コットキャラクター」（着色）を描き、
①氏名　②住所　③電話番号　④年
齢　⑤愛称かキャラクター名　⑥理
由（１００字以内）を明記し、６月１５日昇
～７月３０日晶までに、〒２０２－００１３
中町１－６－８保谷東分庁舎社会福
祉協議会「合併１０周年記念愛称・キ
ャラクター担当」へ郵送。
□賞品　最優秀賞各１人（全国共通
商品券２・３万円相当）、優秀賞各５
人（クオカード１，０００円）
　HP  http://www.n-csw.or.jp/
　問 社会福祉協議会（札４３８－３７７１）

■地域ふれあいバザー

　時 ７月１０日松午前１０時３０分～午後２
時３０分（雨天決行）
　場 ほうや福祉作業所
（ひばりが丘３－１－２３）
　内 バザー品の提供にご協力をお願い
します（６月２５日晶まで）。
　詳細は下記　HP をご覧ください。
　HP  http://business4.plala.or.jp/hfs2939/
　問 ほうや福祉作業所
（札４６１－９８１６・胃４６９－３６０８）

■柳橋保育園から

①園庭開放
　時 毎週水曜日午前１０時～午後３時
②育児講座

い（パソコンの簡単な指導有り）。
　￥ 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）
　HP  http://www10.ocn.ne.jp/̃tanasi-s/
　問 西東京商工会（札４６１－４５７３）

■しごとセンター多摩の就業支援

①３４歳以下対象「自信が持てる応募
書類講座＆面接対策講座」
　時 ①６月２３日昌　②６月２４日昭
　午後１時３０分～４時３０分
　定 各３０人（予約制・先着順）
②３０歳代対象「正社員を目指す７日
間のセミナー」
　時 ７月１日昭～９日晶の全７日間
　定 １５人（選考あり。６月２１日捷まで
に予約）
③３０～５４歳対象「１日で学べる再就
職活動のテクニック」
　時 ６月９日昌午後１時～５時
　定 ５０人（予約制・先着順）
④５５歳以上対象
「再就職活動のいろはセミナー～自
身の経験・スキルを活かそう！～」
　時 ６月１６日昌午後１時３０分～４時３０
分／　定 ５０人（予約制・先着順）
⑤団塊の世代対象
「定年退職後の働き方を考える」
　時 ６月１１日晶午後１時１５分～４時４５
分／　定 ５０人（予約制・先着順）
　場 すべて東京しごとセンター多摩
　問 ・　申 東京しごとセンター多摩
（札０４２－３２９－４５２４）

■創業塾（５日間コース）受講者募集

　時 ７月３日松・４日掌・１０日松・１１
日掌・１７日松（全５日間）
午前９時３０分～午後４時３０分
　場 清瀬商工会館

■今月の薬湯～ 枇  杷 の葉湯～
び わ

　枇杷の葉は、荒れたお肌、水虫、
皮膚のかゆみに良いと言われていま
す。
　時 ６月６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）

 西東京創業支援・経営革新相談
センター

□相談内容

□特別相談日（相談無料・予約優先）
　６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２日昌②４日晶③８日昇④９日昌
漁１０日昭⑥１４日捷魚１８日晶亨２２日昇
⑨２４日昭⑩２９日昇
午後１時３０分～４時３０分（虚漁魚亨
午前９時３０分～午後０時３０分）
□夜間相談（要予約・無料）
④９日昌⑩２９日昇午後６時～９時
□経営講習会（要予約・無料）
　時 ６月５日松午前１０時～午後３時
　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 ６月１５日昇～１７日昭の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）
　創業・開業を考えている方は、当
センターのパソコンをご利用くださ

  一般相談（予約不要）
日　時場　所

毎週月～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 ６月３日昭午前８時３０分から希望する庁舎の市民相談室へ直接また
は電話予約（★印は、５月１７日捷から受付中）
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
６月１０日昭、１７日昭、１８日晶
午前９時～正午

田

法 律 相 談
６月８日昇、９日昌、１５日昇、１６日昌
午後１時３０分～４時３０分

保

　午前９時～正午
　７月１日昭田人権・身の上

相 談 　６月２４日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　６月１１日晶田

税 務 相 談
　６月１８日晶保

　午後１時３０分～４時３０分
　６月１７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
　６月２３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　７月９日晶保
相続・遺言・成年
後見等手続相談

経営革新や現状診断経　営
会計ソフトの基礎知識など経　理
事業計画作成の手伝いや日本政
策金融公庫への紹介融　資

必要な諸手続きなど創開業
基本的知識や疑問・質問その他

？お困りのとき？お困りのときにに　無料相談！無料相談！
 その他の相談

問い合わせ日　時／場　所内　容
消費者センター
（札４２５－４０４０）

月～金曜日　午前１０時～正午・午後１時～４時
／消費者センター消費生活相談

都市計画課
保（札４３８－４０５１）

第１金曜日　午後１時３０分～４時
／田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１階ロビー住宅増改築相談

環境保全課
（札４３８－４０４２）

第３金曜日　午後１時３０分～２時３０分
／田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１階ロビー

動 物 相 談
(西東京市獣医師会）

子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）
相談専用電話
（札４３９－００８１）

月～土曜日　午前９時～午後４時
／子ども家庭支援センター（住吉会館１階）

子ども家庭相談
（電話・面接）

子育て支援課
田（札４６０－９８４０）

月～金曜日　午前９時～午後４時
／子育て支援課（田無庁舎１階）※要電話予約母 子 相 談

生活福祉課
田（札４６０－９８３６）
保（札４３８－４０２７）

月～金曜日　午前８時３０分～午後５時
／生活福祉課（田無庁舎１階・保谷庁舎１階）生 活 相 談

教育支援課
保（札４３８－４０７７）
電話相談

（札４２５－４９７２）

月～金曜日　午前９時～午後５時
／保谷庁舎４階・田無庁舎５階　※要電話予約教 育 相 談

教育支援課
保（札４３８－４０７７）

月～水曜日　午前９時～午後５時
／Nicomoルーム（西原総合教育施設３階）不登校ひきこもり

相 談【電話相談】午前９時～午後５時
月～水曜日（札４５２－２２４４）、木・金曜日（札４３８－４０７７）

協働コミュニティ課
（札４３９－００７５）

月・火曜日　午前１０時～午後１時、２～４時
水・木曜日　午前１０時～正午、午後１～５時、６～８時
金・土曜日　午前１０時～正午、午後１～４時
／パリテ（住吉会館１階）　※予約優先

女 性 相 談

多文化共生センター
（札４６１－０３８１）

月～金曜日　午前１０時～午後４時　※多言語は応相談
／多文化共生センター（イングビル１階）外 国 人 相 談


