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 募　集 

■手話講習会受講生
　手話通訳者養成を目的とした講習
会です。
興初級（手話未経験者）
　時 ・　定 ５月１２日から木曜日午前１０時
～正午（全３５回）・３０人
興中級（初級を終了している方）
　時 ・　定 ５月１３日から金曜日午後２時
～４時（全３５回）・３０人
興上級（中級を終了している方）
　時 ・　定 ５月１２日から木曜日午前１０時
～正午（全３５回）・２０人
　場 障害者総合支援センター
　（田無町４－１７－１４）
　対 市内在住、在勤者
　￥ テキスト代のみ自己負担
　申 ４月１５日晶～２１日昭までに、下記へ。
◆保谷障害者福祉センター
（札０４２－４６３－９８６１　※土・日曜日
は連絡不可）

ピッコロ広場（コール田無）
　申 市販の履歴書（写真添付）、保育士
資格証の写しを４月２６日昇午後５時
（消印有効）までに、〒２０２－０００５住
吉町６－１５－６住吉会館１階子ども
家庭支援センターのどかへ郵送また
は直接持参（土・日曜日を除く）。
　詳細は市　HP をご覧ください。
◆子ども家庭支援センター
（札０４２－４２５－３３０３）

■市立小・中学校 
学校用務員臨時職員

□募集人数　２人程度
□勤務先　市内小・中学校
　詳細は、市　HP をご覧ください。
◆教育企画課 　保 
（札０４２－４３８－４０７０）

 事業者 

■図書館ホームページ 
バナー広告

　図書館ホームページに掲載する広
告主を募集します。
　平成２３年度から有料広告（バナー
広告）の掲載料を２万５，０００円から
８，０００円に変更しました。
※平成２１年度のトップページへのア
クセス件数は、月平均で約２２万件で
す。
□募集枠
　８枠・先着順（募集枠を超えた場
合は、空き次第、順次補充の連絡を
します）。
□掲載期間　６月１日昌から
（１か月単位、最長１２か月まで）
□掲載料　８，０００円（１枠・１か月）
　申込方法など詳細は図書館および
市　HP をご覧ください。
◆中央図書館（札０４２－４６５－０８２３）

 嘱託・臨時職員 

■エコプラザ西東京 
事務嘱託員

　エコプラザ西東京で環境講座など
の主催事業を企画・運営、施設の運
営管理をする事務嘱託員を募集しま
す。
□応募資格　①環境学習の推進に理
解と意欲のある方　②パソコンの基
本的な操作ができる方　③土・日曜
日および不規則勤務の可能な方
□雇用期間　６月１日～平成２４年３
月３１日（更新有り）
□募集人数　１人
□勤務時間　午前８時３０分～午後９
時３０分の間で１日６時間、週５日以
内。土・日曜日勤務有り。
□選考方法
１次選考：書類審査
２次選考：面接（１次選考通過者の
み、５月１１日昌予定）
□募集要項配布　４月１５日晶～２８日
昭（市　HP および窓口で配布）。
□報酬　時給１，３４０円
　申 所定の履歴書に写真を貼り付け、
４月２８日昭（消印有効）までに、〒
２０２－８５５５市役所環境保全課へ郵
送。
◆環境保全課（札０４２－４３８－４０４２）

■子育て広場補助員 
臨時職員

□募集人数　若干名
□資格　保育士の資格のある方
□賃金　時給９８０円
□勤務日　６月～９月
　火～金曜日、午前１１時～午後４時
（休憩１時間を除く）の４時間
※１０月まで延長の場合があります。
□勤務場所　子ども家庭支援センタ
ー　のどか広場（住吉会館）または

 市民委員 

■人にやさしいまちづくり推進 
協議会の市民委員募集

　大規模な開発事業や高齢者、障害
者などに配慮したまちづくりの推進
に関する事案について検討します。
□人数　２人
□資格　１８歳以上で、市内在住・在
勤・在学の方、また、ほかの審議会・
懇談会などに参加していない方
□会議数　年３～５回程度（平日昼
間）
□任期　６月から３年間
□謝礼　１万８００円（１回に付き）
□選考方法　作文による選考
□作文テーマ　「私の考える人にや
さしいまちづくり」８００字以内
　申 郵便番号・住所・氏名・生年月日・
電話番号を明記し、５月６日晶（必
着）までに、〒２０２ー８５５５市役所都
市計画課へ郵送または直接持参。
◆都市計画課 　保 
（札０４２－４３８－４０５１）

■青少年問題協議会
　時 ４月２６日昇午後４時から
　場 田無庁舎３階
　内 青少年施策の進ちょく状況
　定 ２人
◆子育て支援課 　田 
（札０４２－４６０－９８４１）

赫

隔

郭

革

較較較較較較較較

較較較較較較較較

閣
閣
閣
閣
閣
閣

閣
閣
閣
閣
閣
閣

審審審審審審審審審審議議議議議議議議議議審議会会会会会会会会会会会ななななななななななな
どどどどどどどどどどど

　時 ４月２６日昇午後３時から
　場 防災センター６階
　内 行政報告ほ

か

　定 １０人
◆教育企画課 　保 
（札０４２－４３８－４０７０）
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煙ごみの出し方ワンポインごみの出し方ワンポイントト煙

内　容日　程

通常収集４月２９日抄

休み４月３０日松

休み５月１日掌

通常収集５月２日捷
　～６日晶

　粗大ごみ受付センター
（札０４２－４２１－５４１１）
　受付：午前８時３０分～午後６時
　　　　（日曜日、祝日を除く）
※シールは申し込み受付後に購入し
てください。
※連休中の受付
は混雑で電話が
繋がらない場合
があります。
※申し込みはで
きるだけこの時
期を避けてくだ
さい。
◆ごみ減量推進課
（札０４２－４３８－４０４３）

教ごみ・資源物は祝日も通常収集を
実施します。
教排出は午前８時３０分までに決めら
れた場所へ出してください。
教ごみの減量・資源化と分別の徹底
にご協力をお願いします。

康ごみ・資源物の収集日程

収集日受　付日　程

５月２日捷
　～３日抄

通常受付４月２７日昌

通常受付４月２８日昭

―休み４月２９日抄

５月４日抄
　～６日晶通常受付４月３０日松

―休み５月１日掌

５月４日抄
　～６日晶通常受付５月２日捷

―休み５月３日抄
　～５日抄

５月９日捷
　～１０日昇通常受付５月６日晶

５月１１日昌
　～１３日晶通常受付５月７日松

弘粗大ごみの受付・収集日程

　次の公共施設は４月の利用時間
が変更となりますので、ご注意く
ださい。そのほかの施設は平常ど
おりです。
各施設開館時間から午後６時まで
…公民館、小・中学校施設利用、
市民集会所、地区会館、コミュニ
ティセンター、スポーツ施設、田
無総合福祉センター、西原総合教
育施設会議室
各施設開館時間から午後５時まで
…アスタ市民ホール
　詳細は市　HP 、または各施設にお
問い合わせください。

公共施設などの利用状況

　外国人登録者数の増加に伴い、文
化、習慣の違いなどからさまざまな
悩みや問題に直面する外国籍市民な
ども増えています。
　東京外国人支援ネットワークに参
加している都内の自治体や国際交流
協会などが４月～翌年３月にかけて
約２０か所の会場をリレーしながら、
弁護士など各種専門家による外国人
のための無料専門家相談会を実施し
ます。
　当市は１２月１０日松に実施予定です
が、この相談会で専門家との間に立
って通訳などをしていただくボラン
ティアを募集します。
　また、応募いただいた方に災害時
の外国人支援（通訳・翻訳な

ど）につ
いてのご協力の案内をします。可能
な限り、ご協力をお願いします。
　対 市内在住・在勤・在学で、弁護士
など各種専門家との通訳ができ、研
修会および相談会にボランティアと
して参加できる方（国籍・言語不問）。
　申 はがきまたはＥメールで、①住所
②氏名　③電話番号　④ファックス

の有無　⑤Ｅメールアドレス　⑥通
訳ができる言語を明記し、５月６日
晶（必着）までに、〒２０２－８５５５市
役所文化振興課「通訳ボランティア
担当」係へ。
※Ｅメールの場合、必ず「２３通訳ボラ
ンティア」と件名を入れてください。
□研修会日程

□共催　ＮＰＯ法人西東京市多文化
共生センター（ＮＩＭＩＣ）
◆文化振興課 　保 
（札０４２－４３８－４０４０・
死 bunka@city.nishitokyo.lg.jp）

場所日時

①多文化共生社会と多文化ボランティア

田無庁舎５月１４日松午後１時～３時

②地域社会の外国人の居場所

田無庁舎５月２２日掌午後１時～３時

③地域社会における通訳・通訳ボランティア

田無庁舎７月２日松午後１時～３時

④災害時の外国人支援

田無庁舎８月７日掌午後１時～３時

※研修にはなるべく参加してください。

ゴールデンウィークの収集業務 通訳ボランティア

外国人のためのリレー専門家相談外国人のためのリレー専門家相談会会


