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お役立ちガイお役立ちガイドド

　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）
　申 はがきに、住所・氏名・学校
名・電話番号・中学生は希望教
科を明記し、３月２５日晶まで
に、〒２０２－００１３中町１－６
－８シルバー人材センターへ。
　問 シルバー人材センター（札４２５－６６１１）

入会金月謝回数時間曜日対象教室名場所

３,０００
円

２,５００円月４回午後１時３０分
　　　～５時水曜日小学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

午前１０時～正午

金曜日

　一般

茶道教室

４,０００円月３回月曜日和裁教室

２,０００円月２回第２・４
木曜日着付教室

２,５００円月４回午前１０時～正午木曜日
　一般

書道教室
西原教室
（西原総合教育施設内）

３,５００円月２回午前１０時
　　～午後５時

第２・４
土曜日表装教室

　申 入会希望の方は、シルバー人材センターへお問い合わせください。
　問 シルバー人材センター（札４２５－６６１１）

■西原学習教室受講生募集

■各種教室受講者募集

　火災予防条例の一部が改正され、建物
の立入検査によって把握した消防関係法
令違反の情報を都民の皆さんに提供し、
自らが建物の利用について判断できるよう
にするための制度が始まります。
□制度創設の背景
　平成２１年１１月に発生した高円寺南雑
居ビル火災の状況やその後に実施した
緊急一斉立入検査の結果、多くの雑居
ビルなどは、立入検査により法令違反
を一度是正させても違反が繰り返され
ることが明らかになりました。
　これを受けて当庁では、都民自らが
建物の安全情報を入手し、利用を判断
できるよう立入検査で把握した違反を
公表することとしました。
□制度の概要
　東京消防庁管内の建物における次の
①・②の違反について、当該違反内容を
関係者に通知してから一定期間経過後
においても同一の違反が認められる場

合に「建物名称、所在、事業所名およ
び違反の内容」を東京消防庁　HP および
管轄消防署などの窓口において公表し
ます。
①消防用設備のうち屋内消火栓設備、
スプリンクラー設備または自動火災報
知設備の未設置による設置義務違反
②防火管理者の選任義務がある建物の
うち、遊技場、カラオケ施設、性風俗
店もしくは飲食店または雑居ビルなど
における、同一の関係者による防火管
理もしくは消防用設備の維持管理など
の繰り返し違反
□公表の方法
敢東京消防庁　HP  http://www.tfd.metro.
tokyo.jp
柑東京消防庁本部庁舎、管轄する消防
署、消防分署および消防出張所で閲覧。
※公表中の違反の是正を確認した場合
は、当該違反に係る内容を削除します。
　問 西東京消防署（札４２１－０１１９）

違反対象物の公表制度

　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・各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（締め切り後でも受
講可能な場合があります）。
　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）

 平成２４年春採用（第１回）　　
一般曹候補生募集

　自衛隊は、来年春に採用の陸海空
一般曹候補生の採用試験を実施しま
す。
□応募資格　１８歳以上２７歳未満の男
女（平成２４年４月１日現在）
□一次試験　５月２１日松
□受付期間　
２月１日昇～５月６日晶
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札４６３－１９８１）

 シニア対象パソコン教室　　　
４月受講者募集

興パソコンの始め方と入力　　時 ７
日昭午後１時～４時／　￥ 無料／　締 
３月２８日捷
興パソコン入門講座　　時 ８日晶・１５
日晶・２２日晶・２８日昭午前（計４回）
／　￥ ６,０００円／　締 ３月２８日捷
興ワード初級講座　　時 ５日昇・１２日
昇・１９日昇・２６日昇午前（計４回）
／　￥ ６,０００円／　締 ３月２４日昭
興エクセル初級講座　　時 ５日昇・１２
日昇・1９日昇・２６日昇午後（計４回）
／　￥ ６,０００円／　締 ３月２４日昭
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）／８日晶
１５日晶・２２日晶・２８日昭午後（計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）
※受講料はいずれもテキスト代込み。
　場 シルバー人材センター東伏見教室
　時 午前９時３０分～正午、午後１時３０
分～４時

 西東京市社会福祉協議会　　　
臨時職員募集

□職種・採用人数　
①送迎車両運転手・２人
②添乗員・１人
□勤務場所　
保谷障害者福祉センター
（保谷町１－６－２０）
※勤務条件・賃金などについては、
お問い合わせください。
　問 保谷障害者福祉センター
（札４６３－９８６１）

■成年後見制度講習会

　時 ３月２４日昭午後２時～４時
　場 田無総合福祉センター
　内 「申立の手続きとは」
　講 鈴木 龍  太 氏（司法書士）

りょう た

　申 ・　問 社会福祉協議会
「あんしん西東京」（札４３８－３７７６）　

■看護師等修学資金貸与制度

　公立昭和病院では、将来当病院の
看護職員を志望する方を対象に、修
学資金を貸与します。
□人数　２０人程度
□資格　助産師、看護師を養成する
学校または養成所に在学中で、卒業
後公立昭和病院で３年以上看護業務
に従事する意思をお持ちの方。
□金額（月額）大学生…３万５,０００円
　　　　　　　そのほか…３万円
□期間　養成施設の正規の修業期間
中貸与します。
□面接日　６月中旬
　申 同病院で配布する申込書に必要事
項を明記し、５月２５日昌までに、在
学証明書・健康診断書・住民票の写
しを添付し下記へ。
※詳細は、「看護師等修学資金貸与
制度のお知らせ」を必ずご覧くださ
い（当院　HP からダウンロードも可）。
　問 公立昭和病院総務課人事係
（札４６１－００５２　内線２２４８）

□平成２３年度　時間割
金木水火月時間

なし

４年
算数

４年
国語

午後４時２０分
　～５時２０分小

学
生 ６年

算数
５年
国語

５年
算数

６年
国語

午後５時３０分
　～６時３０分

３年
数学

１年
英語

１年
数学

３年
英語

午後６時４０分
　～７時５０分中

学
生 ２年

理科
２年
英語

２年
数学

午後７時５０分
　～９時

～４月１日からスタート～

 　シルバー人材センターから　 

　小学生に対する不審者からの声かけなどの被害の特徴として、午後２時から
６時までの間に多発しています。大切なのは防犯意識です。子どもに次の４つ
の約束を繰り返し教え、防犯意識を身につけさせましょう。
～親子で守る４つの約束～
①知らない人についていかない。
②ひとりで遊ばない。
③外に出かけるときは、おうちの人に
　「誰と、どこで、何をするか、何時ごろ
　帰ってくるか」を言って出かける。
④連れていかれそうになったら、大声で
　「たすけてー！」と叫ぶ。
興地域の子どもは大人の目で見守りましょう。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

子ども安全対策！春休みに向けて！

？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

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 ３月１７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（★印は、３月３日昭から受付中）
なお予約開始日は大変混み合いますので、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

３月２２日昇・２３日昌、４月１日晶・７日昭午前９時～正午
※４月７日昭は人権･身の上相談を兼ねる

田

法 律 相 談
３月２４日昭は午前９時～正午で人権・身の上相談を兼ねる
４月５日昇、６日昌午後１時３０分～４時３０分

保

　　　午前９時～正午
★４月７日昭田人権・身の上

相 談 ★３月２４日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　３月２５日晶田

税 務 相 談
　４月１日晶保

　午後１時３０分～４時３０分
　４月７日昭田

不 動 産 相 談
　４月１４日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　４月１４日昭田

登 記 相 談
　４月２１日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　４月１４日昭田

表示登記相談
　４月２１日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　４月１３日昌田

交通事故相談
★３月２３日昌保

　午後１時３０分～４時３０分　４月１１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　４月１５日晶田行 政 相 談

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


