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？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 ６月３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、５月１７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
６月９日昭、１６日昭、１７日晶
午前９時～正午
※６月９日昭は女性弁護士による相談

田

法 律 相 談
６月８日昌、１４日昇、１５日昌、２１日昇　
午後１時３０分～４時３０分
※６月２１日昇は女性弁護士による相談

保

午前９時～正午
　７月７日昭田人権・身の上

相 談 　６月２３日昭保

午後１時３０分～４時３０分
　６月１０日晶田

税 務 相 談
　６月１７日晶保

午後１時３０分～４時３０分
　６月１６日昭田

不 動 産 相 談
★６月９日昭保

午後１時３０分～４時３０分
★６月９日昭田

登 記 相 談
★６月１６日昭保

午後１時３０分～４時３０分
★６月９日昭田

表示登記相談
★６月１６日昭保

午後１時３０分～４時３０分
★６月８日昌田

交通事故相談
　６月２２日昌保

午後１時３０分～４時３０分★６月１３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１７日晶田行 政 相 談

午後１時３０分～４時３０分　７月８日晶保
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

お役立ちガイお役立ちガイドド
④３０～５４歳対象「実践！採用される
ための応募書類・面接対策講座」
　時 ６月８日昌午後１時～５時
　定 ５０人（予約制・先着順）
⑤３０歳代対象
「正社員を目指す７日間のセミナー」
　時 ７月５日昇～１３日昌の全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）
　申 ・　問 東京しごとセンター多摩
（札０４２－３２９－４５２４）

■田無農友会野菜即売めぐみ会

　市内産の野菜・果実・切り花を生
産者１０人が共同で販売。採れたての
新鮮野菜をぜひ味わってください。
　時 毎週水・土曜日
午後１時～３時３０分
(７月～９月は、午後３時～５時）
　場 ＪＡ東京あぐり田無支店
　問 尾林（札０４２－４６９－９４５５）

■市内産農産物の直売会

　採れたてのおいしい市内産農産物
をぜひご賞味ください！
　時 毎月１５日（土日にあたる場合は翌
営業日）午前９時～売切れ次第終了
　場 ＪＡ東京みらい保谷支店
　問 ＪＡ東京みらい保谷支店指導経済
課（札０４２－４２１－６４７９）

興夜間相談（相談無料・１週間前ま
でに要予約）
②７日昇・③１０日晶午後６時～９時
興中小企業診断士による経営講習会
（相談無料・要予約）
　時 ６月１１日松午前１０時～午後３時
興パソコン講習会（有料・要予約）
　時 ６月２１日昇・２２日昌・２３日昭の１日
のみ。時間などはお問い合わせを。
　￥ １，０００円
興パソコンの利用（有料）
　パソコンの簡単な指導あり。
　￥ 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０４２－４６１－６６１１）
　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

①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 ・　定 ６月１０日晶午後１時３０分～４
時３０分・５０人（予約制・先着順）
□託児あり（予約制・対象年齢条件
あり）
②５５歳以上対象
「自分を活かす！再就職対策講座」
　時 ・　定 ６月１５日昌午後１時３０分～４
時３０分・５０人（予約制・先着順）
③３４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 ①６月２２日昌・②２３日昭
各午後１時３０分～４時３０分
　内 １日目：応募書類対策講座
　２日目：面接対策講座
　定 各３０人（予約制・先着順）

■ボランティアはじめて講座

　これからボランティアを始めたい
方を対象にボランティア活動に関す
る講習を行います。ボランティア活
動を始めるにあたっての疑問に答
え、具体的な活動をご紹介します。
　時 ７月４日捷・５日昇午後１時～４
時（２日間）
　場 田無総合福祉センター４階
（田無町５－５－１２）
　内 講義とワーク
　定 ３０人（定員になり次第締め切り）
　￥ １，０００円（資料代含む）、別にボラ
ンティア保険代
　申 ６月６日捷～２４日晶までに、電話
またはファックス（①氏名　②住所
③電話番号を明記）で下記へ。
※受講者の方は、７月２１日昭から行
う「夏！体験ボランティア西東京
２０１１」に無料参加可。
　問 西東京ボランティア・市民活動セ
ンター（札０４２－４６６－３０７０・胃０４２
－４６６－３５５５・受付午前９時～午後
５時、日曜日を除く）

 西東京創業支援・経営革新相談
センター

興特別相談日（相談無料・要予約）
　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。
①１日昌②７日昇③１０日晶鋸１３日捷
漁１４日昇禦２３日昭⑦２４日晶亨２８日昇
午後１時３０分～４時３０分
（鋸漁禦亨午前９時３０分～午後０時
３０分）
専門分野：①③漁禦経営全般・労務、
鋸⑦経営全般・人材育成、②亨経営
全般・製造業

■今月の薬湯～ 枇  杷 の葉湯～
び わ

　枇杷の葉は、荒れたお肌・皮膚の
かゆみに良いといわれています。
　時 ６月５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０４２－４６１－３７８９）

 『自分の住むまち「西東京市」
の好きな風景』写真募集

～ふれあいのまちづくり住民懇談会
　２０周年記念事業～
　ふれまち住民懇談会は、小学校通
学区域ごとに住民懇談会を設置し、
それぞれの地域性を活かした住民活
動を行っています。
　市内（旧田無地区）に初めて設置さ
れてから今年で２０年を記念して、『自
分の住むまち「西東京市」の好きな
風景』をテーマに写真を募集します。
　対 市内に在住、在勤、在学の方
　申 ９月２２日昭（必着）までに、①氏
名　②住所　③電話番号　④写真の
住所とその風景の好きな理由を明記
し、　写真をプリント（サイズＬ版
８．９×１２．７唖）して下記へ提出。
□展示および審査　送付された写真
は、ふれまち２０周年記念行事の会場
に展示し、来場者による投票にて審
査を行う予定（当選作品には記念品
を進呈）。
□写真の使用　社会福祉協議会の広
報紙や　HP に転載させていただく場
合もありますのでご了承ください。
　問 西東京市社会福祉協議会
（札０４２－４３８－３７７１・死 furemachi
20@n-csw.or.jp）


