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お役立ちガイお役立ちガイドド
さい（６か月～４歳、各回１０人先着
順）。
　申 ５月２日捷から産業振興課（札０４２
－４３８－４０４１）へ。
　問 ハローワーク三鷹　職業相談部門
（札０４２２－４７－８６１７）

 乳がん市民公開講座 
「乳がんを知りましょう」

　時 ５月２８日松午後２時～４時
　場 コール田無
□司会　松田実先生（武蔵野赤十字
病院乳腺科）、藤間利之先生（佐々総
合病院外科）
□演者　金内一先生（公立昭和病院
乳腺・内分泌外科）、小西寿一郎先生
（複十字病院乳腺センター）、鳥屋
洋一先生（武蔵野赤十字病院乳腺
科）、西巻佳子さ

ん（武蔵野赤十字病院
看護部）
　定 １８０人
　申 ５月２１日松までに①住所②氏名③
電話番号④参加人数⑤先生にお聞き
したいことを明記のうえ胃０４２－
３６１－５２８８へ。
　問 西東京市医師会・アストラゼネカ
叙（札０１２０－７０１－２２０　平日午前９
時～午後５時）

 公開講演会 
「肝臓病の最新の話題」

　時 ５月１４日松午後３時～５時
　場 国立病院機構　東京病院
（清瀬市竹丘３－１－１）
　内 肝臓病の最新の話題について、専
門の医師がわかりやすく講演。
　講 矢倉道泰さ

ん（消化器内科医長）
※車でお越しの方には無料駐車券を
差し上げます。
　問 東京病院（札０４２－４９１－２１１１）

　時 ５月１８日昌午後１時３０分～４時３０分
　定 ５０人（予約制・先着順）
⑤これから働く女性対象「１日でわ
かる再就職のポイント」
　時 ５月１６日捷午後１時３０分～４時３０分
　定 ５０人（予約制・先着順）※託児あり
⑥３０歳代対象「正社員を目指す７日
間のセミナー」
　時 ６月２日昭～１０日晶の全７日間、
午前１０時～午後５時（日程により変
動あり）
　定 １５人（選考あり）
　場 すべて東京しごとセンター多摩
（ＪＲ国分寺駅南口徒歩５分）
　問 ・　申 東京しごとセンター多摩
（札０４２－３２９－４５２４）

■就職支援セミナー 

～保育サービスあります！～
①「就職活動準備と自己理解・職業
理解」（講義形式）
　時 ６月２８日昇午後１時３０分～３時３０分
②「履歴書・職務経歴書の書き方」
（講義形式）
　時 ６月２９日昌午後１時３０分～３時３０分
③「面接対策」（講義形式）
　時 ６月３０日昭午後１時３０分～３時３０分
　場 田無庁舎２階
　定 各回５０人（申込順）（定員内ですべ
てのセミナー受講可能）
　持 筆記用具、雇用保険受給中の方は
「雇用保険受給資格者証」
※事前にハローワークで求職申込み
が必要（田無庁舎でも可能）。
　申 ５月２日捷から電話で下記へ。
叙ＨＲＰ（運営委託先）（札０１２０－８７
－７６０３・平日午前９時～午後５時）
□保育サービス　保育をご希望の方
は、６月２４日晶正午までに、セミナ
ー申込みと同時に下記にご予約くだ

専門分野：①許鋸⑦経営全般・労務、
⑤亨経営全般・人材育成、③禦経営
全般・製造業
興夜間相談（要予約・無料）
許９日捷亨２６日昭午後６時～９時
興税理士による税務相談（要予約・
無料）
　随時予約を受け付け。
興パソコン講習会（要予約・有料）
　時 ５月１６日捷、１７日昇、１８日昌の１
日のみ。時間などはお問い合わせを。
　￥ １，０００円（受講料）
興パソコンの利用（有料）
　パソコンの簡単な指導有り。
　￥ １時間２００円（利用料）
　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０４２－４６１－６６１１※予約な

ど）
　HP http://www10.ocn.ne.jp/̃tanasi-s/
　問 西東京商工会（札０４２－４２４－３６００）

■しごとセンター多摩の就業支援

①３４歳以下対象「実践！採用担当者
に選ばれる応募書類＆面接対策講
座」
　時 ・　内 ５月２５日昌・応募書類対策講
座、２６日昭・面接対策講座　各日午
後１時３０分～４時３０分
　定 各日３０人（予約制・先着順）
②３４歳以下対象「多摩版就コム」
　時 ５月１２日昭～６月２１日昇の毎週
火・木曜日（全１２日間）午後１時３０
分～４時３０分
　定 １５人（選考あり）
③３０～５４歳対象「実践！採用される
ための応募書類・面接対策講座」
　時 ５月１１日昌午後１時～５時
　定 ５０人（予約制・先着順）
④５５歳以上対象「自分を活かす！再
就職対策講座」

 「受験生チャレンジ支援貸付事
業」～進学への後押し！～

　一定所得以下世帯の子ども達の教
育支援として、前年のチャレンジ貸
付事業に引き続き、中学３年生・高校
３年生などの学習塾などの費用や、
受験費用について貸し付けを行いま
す。利用要件などは、お問い合せく
ださい。また、来室の際は事前に電
話連絡をお願いします。※高校・大
学などに入学した場合、返済が免除
されます。４月以降の学習塾費用が
対象となり、保証人が必要となりま
す。
　場 ・　申 ・　問 西東京市社会福祉協議会
　受験生チャレンジ支援窓口（中町
１－６－８保谷東分庁舎内・札０４２－
４２２－２０１０）

■今月の薬湯～菖蒲湯～

　菖蒲湯は５月の風物詩で、子ども
の頭に菖蒲を巻いて湯に入ると、健
やかに育つと言われています。
　時 ５月５日抄
※以下の方は入浴無料です。
①小学生以下の方（保護者同伴）
②６５歳以上の方（午後４時～６時）
　問 西東京市公衆浴場組合
（妙法湯札０４２－４６１－３７８９）

 西東京創業支援・経営革新相談
センター

興特別相談日（要予約・無料）
　５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。
①６日晶許９日捷③１０日昇鋸１２日昭
⑤１８日昌禦２０日晶⑦２３日捷亨２６日昭
午前９時３０分～午後０時３０分（許鋸
禦亨午後１時３０分～４時３０分）

？お困りのとき？お困りのときにに　無料相談！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 ５月６日晶午前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、４月１９日昇から受付中）
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０４２－４６０－９８０５）・保（札０４２－４３８－４０００）

日　時場所内　容
５月１２日昭、１９日昭、２０日晶
午前９時～正午
※５月１２日昭は女性弁護士による相談

田

法 律 相 談
５月１７日昇、１８日昌　
午後１時３０分～４時３０分

保

午前９時～正午
　６月２日昭田人権・身の上

相 談 　５月２６日昭保

午後１時３０分～４時３０分
　５月１３日晶田

税 務 相 談
　５月２０日晶保

午後１時３０分～４時３０分
　５月２６日昭田

不 動 産 相 談
★５月１２日昭保

午後１時３０分～４時３０分
★５月１２日昭田

登 記 相 談
★５月１９日昭保

午後１時３０分～４時３０分
★５月１２日昭田

表示登記相談
★５月１９日昭保

午後１時３０分～４時３０分
★５月１１日昌田

交通事故相談
　５月２５日昌保

午後１時３０分～４時３０分★５月９日捷保
年金・労災・雇用
保険・人事一般相談

午後１時３０分～４時３０分★５月２６日昭保行 政 相 談

午後１時３０分～４時３０分　６月１日昌田
相続・遺言・成年
後見等手続相談

 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０４２－４２５－４０４０）

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０４２－４３８－４０５１）

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０４２－４３８－４０４２）

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０４２－４２５－３３０３）

【面接相談】月～金曜日　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）【電話相談】月～土曜日　午前９時～午後４時
（札０４２－４３９－００８１）　

子育て支援課 田
（札０４２－４６０－９８４０）

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０４２－４６０－９８３６）
保（札０４２－４３８－４０２７）

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０４２－４３８－４０７７）

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
【電話相談】月～金曜日　午前９時～午後５時
（札０４２－４２５－４９７２）

火～木曜日　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
火～木曜日（札０４２－４５２－２２４４）、月・金曜日（札０４２－４３８－４０７７）

協働コミュニティ課
（札０４２－４３９－００７５）

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
（ 面 接 ）

多文化共生センター
（札０４２－４６１－０３８１）

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


