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お役立ちガイお役立ちガイドド
旬決定、（一般）平成２４年１月１４日松
□受付期間　（推薦）１１月１日昇～１２
月１６日晶、（一般）１１月１日昇～平成
２４年１月６日晶
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札０４２－４６３－１９８１）

■看護職の職場復帰を支援します

□研修日時　
①１１月２８日捷～１２月６日昇（　申 １１月
２２日昇まで）②１月１６日捷～２４日昇
（　申 １月１１日昌まで）③２月１３日捷
～２１日昇（　申 ２月８日昌まで）
□研修病院　東京白十字病院（東村
山市諏訪町２－２６－１）
　対 保健師、助産師、看護師、准看護
師のいずれかの資格を有し、現在、
離職中で就業先が決まっていない方
興研修終了後の就職先の相談にも応
じます。この事業は東京都看護協会
が東京都からの委託を受けて実施し
ています。
　問 東京白十字病院
（札０４２－３９１－６１１１）

■東京都シルバーパスの発行

　満７０歳以上の都民で希望される方
に、都営交通、都内民営バスに乗車
できるシルバーパス（平成２４年９月
３０日まで有効）を発行します。
　申 満７０歳になる月の初日から申し込
みができます。住所・氏名・生年月
日が確認できる証明書（保険証な

ど）
と、①～③の該当する項目の書類を
持参し、最寄りのシルバーパス取り
扱いバス営業所へ。
①平成２３年度住民税が非課税の方
…１，０００円と「平成２３年度介護保険料
納入（決定）通知書」の所得段階区分欄
に１～４（特例４を含む）の記載があ
るもの、平成２３年度住民税非課税証明
書、生活保護受給証明書のいずれか
②平成２３年度住民税が課税で、前年
の合計所得金額が１２５万円以下の方
…１，０００円と「平成２３年度介護保険料
納入（決定）通知書」、平成２３年度住
民税課税証明書のいずれか
③平成２３年度住民税が課税で前年の合
計所得金額が１２５万円を超えている方…
２万５１０円
　問 鋤東京バス協会
シルバーパス専用（札０３－５３０８－６９５０）

■秋の不動産無料相談会

　時 １０月７日晶午前１０時～午後４時
　場 田無庁舎２階ロビー
　内 不動産鑑定士による不動産に関す
る相談
　申 当日直接会場へ
　問 鋤東京都不動産鑑定士協会
（札０３－３２６８－６００１）

（札０４２－４７７－００３７・岡田）

 高齢者福祉介護施設「緑寿園」
文化祭

　時 １０月２７日昭・２８日晶・２９日松
午前１０時３０分～午後３時
　場 緑寿園（新町１－１１－２５）
　内 利用者の作品展示・バザー・喫茶・
手工芸販売な

ど

　問 緑寿園（札０４２－４６２－１２０６）

 安全・安心まちづくりネット　
ワーク市民のつどい

　時 １０月１１日昇午後１時(開場：正午）
　場 保谷こもれびホール
①講演「めざせ犯罪無し！悔い無し
防犯術！」
　講 いいむろまなみさ

ん（全国読売協力
会専属防犯講師）
②歌謡ショー　歌手　藤原浩さ

ん

□主催　田無警察署、田無地区防犯
協会連合会
　問 田無警察署
（札０４２－４６７－０１１０・内２６１２）

■浄化槽の維持管理に関する調査

　東京都は浄化槽を使用されている
方へ調査員が訪問し、浄化槽の維持
管理に関する調査を行います。
□調査期間　１０月～平成２４年３月
　対 浄化槽を使用されている方
□説明事項　
①浄化槽の適正な維持管理な

ど

②家庭でできる生活排水対策
□実施機関（東京都委託先）
鋤東京都生活水環境システム協会
（札０４２－５８９－８７８２）
※個別訪問を行う調査員は、東京都
の受託により調査を行っていることを示
す身分証明書を携帯しています。
　問 東京都環境局廃棄物対策部一般廃
棄物対策課（札０３－５３８８－３５８３）

■食品衛生実務講習会

　飲食店営業などの食品衛生責任者
の方を対象に講習会を実施します。
　時 １０月１７日捷午後２時～４時
　場 保谷こもれびホール
　内 食品衛生に関する最新情報な

ど

　申 当日直接会場へ
　問 多摩小平保健所生活環境安全課
食品衛生係（札０４２－４５０－３１１１）

■自衛隊高等工科学校生徒募集

　生徒教育３年修了時には高校卒業
資格が取得できます。
在学間は生徒手当９万４,０００円および
年２回の期末手当が支給されます。
□応募資格　１５歳以上１７歳未満で中
学卒業者の男子
□試験日程　（推薦）平成２４年３月中

た方などの雇用・就業を支援する窓
口を開設しています。
　内 専門知識を持つ「ジョブコーディ
ネーター」による支援、職業紹介や
求人情報などの情報提供、各種セミ
ナーや就職面接会などの実施、就職
後の職場訪問などによる支援
※採用企業向け支援助成金制度あり
　問 札０４２－３２９－４５１４
　場 ①④東京しごとセンター多摩（JR
国分寺駅南口徒歩５分）
　問 東京しごとセンター多摩
（①②札０４２－３２９－４５２４）

■平成２４年度私立幼稚園園児募集

　市内の私立幼稚園では、来年４月
の幼稚園入園希望者を募集します。
□願書配布　１０月１５日松から
　申 １１月１日昇から各幼稚園へ
　問 直接お問い合わせください。
こみね幼稚園（札０４２－４６５－７７１６）
田無いづみ幼稚園（札０４２－４６１－８４６６）
田無富士見幼稚園（札０４２－４６１－９５５３）
田無向ヶ丘幼稚園（札０４２－４６３－５４９２）
つくし幼稚園（札０４２－４２１－１５５１）
東京女子学院幼稚園（札０４２－４６１－１７８３）
ひなぎく幼稚園（札０４２－４２１－６０５８）
ひばりヶ丘幼稚園（札０４２－４６１－３８７６）
宝樹院幼稚園（札０４２－４２１－１２１０）
みどりが丘保谷幼稚園（札０４２－４２１－２６７８）
武蔵野大学附属幼稚園（札０４２－４６８－３１７０）
明成幼稚園（札０４２－４６１－８５１７）
谷戸幼稚園（札０４２－４２１－４９４０）

 平成２４年度幼稚園類似施設 
園児募集

　市内の幼稚園類似施設では、来年
４月の入園希望者を募集します。
□用紙配布　１０月１５日松から
　問 直接お問い合わせください。
こひつじ園（札０４２－４２１－６０８５）
たんぽぽ幼児教室（札０４２－４６１－００４０）
サフラン愛児園（札０４２－４６４－２０３２）

 平成２４年度私立幼児教育機関　
園児募集

　市内の私立幼児教育機関では、来
年４月の入園希望者を募集します。
□用紙配布　１０月１５日松から
　問 たんぽぽ幼児クラブ（札０４２‐４６７‐９７７４）

 青年農業従事者との「ふれあい
交流会」女性参加者募集

　時 １１月２６日松午前１１時～午後４時
（午前１０時３０分受付開始）
　場 西武園ゆうえんち中央口集合
　対 ２０歳～４０歳前後の独身女性
　定 ２５人（先着順）
　￥ １,０００円（入場料、昼食代含む）
□主催　ＪＡ東京みらい青壮年部
　申 ・　問 ＪＡ東京みらい保谷支店

■柳泉園組合臨時職員募集

□職種　受付業務（浴場、プール施設な
ど）

□賃金　時給８４０円（交通費別途支給）
□勤務日　１０月２０日昭～平成２４年３
月３１日松・木曜日以外の午前８時３０
分～午後９時１５分の間（交替勤務）
※土、日、祝日勤務あり
□募集人数　４人
　申 履歴書を１０月７日晶までに〒２０３－
００４３東久留米市下里４－３－１０柳泉
園組合総務課庶務文書係へ郵送。
※詳細は、お問い合わせください。
　問 柳泉園組合（札０４２－４７０－１５４５）

■今月の薬湯～ラベンダー湯～

　時 ・　場 １０月９日掌・桐の湯・庚申湯・
松の湯・みどり湯・妙法湯
※小学生以下は無料(保護者同伴)
　問 西東京市公衆浴場組合
（妙法湯札０４２－４６１－３７８９）

 西東京創業支援・経営革新相談
センター

興特別相談日（無料・要予約）
　１０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。
①４日昇許６日昭③７日晶④１２日昌
漁１４日晶⑥１９日昌魚２０日昭⑧２１日晶
享２４日捷⑩２６日昌⑪２７日昭⑫２８日晶
午後１時３０分～４時３０分（許漁魚享
午前９時３０分～午後０時３０分）
専門分野：許④漁⑥⑧⑫経営全般・
労務、享⑩⑪経営全般・人材育成、
①③魚経営全般・製造業
興夜間相談（無料・１週間前までに
要予約）
①４日昇・⑧２１日晶午後６時～９時
興中小企業診断士による経営講習会
（無料・要予約）
　時 １０月２９日松午前１０時～午後３時
興パソコン講習会（１，０００円・要予約）
　時 １０月１７日捷・１８日昇・１９日昌の１日
のみ。時間などはお問い合わせを。
興ミニパソコン講習会（５００円）
　時 １０月５日昌・１１日昇・２５日昇
興パソコンの利用（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://www.nishitokyo-sougyou.net/
　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全年齢対象「合同就職面接会」
　時 １０月２５日昇午後１時～４時（受付：
午後０時３０分～３時３０分）
②再就職を目指す２５歳～５０歳女性対
象「女性再就職サポートプログラム」
　時 １１月１８日晶～１２月２日晶午前１０時
～午後４時
　場 立川市女性総合センター（アイム）
　定 ２５人（選考面接により決定）
※１０月２４日捷までに東京しごとセン
ターアドバイザーを通しての申込み
③３４歳以下対象「面接対策セミナー
＆合同就職面接会」
興面接対策セミナー
　時 １０月６日昭午前１０時～正午
　定 ３０人（予約制・先着順）
興合同就職面接会（予約不要）
　時 １０月６日昭午後１時３０分～４時３０
分（受付：午後１時～３時３０分）
　場 ルミエール府中コンベンション飛鳥
　問 札０４２－３２９－４５１０
④「緊急就職支援窓口」開設
　東日本大震災で被災された方や震
災の影響により離職を余儀なくされ

　時 １２月２９日昭～１月３日昇宿泊分
（６日間）
　対 市内在住者（６０％以上が市内在住の
方のグループなどを含む）
　申 往復はがきに、①申込代表者の住
所・氏名・電話番号　②申込人数（市
内・市外の人数別）　③利用希望日およ
び宿泊日数（３泊４日以内、第３希望
まで可）を明記し、１０月１５日松（消印
有効）までに〒３８６－２２０４上田市菅平
高原１２２３－４５１６　「西東京市菅平少年
自然の家」へ郵送（重複の申し込みは
１通とします）
□抽選　抽選のうえ、受付。希望日が
満室のときは、キャンセル待ち。結果

菅平少年自然の家　年末年始期間の宿泊予約受付
は返信はがきで通知。仮予約できた方
は、指定期日までに電話での使用申請
手続きが必要です。
□使用客室数　１人～７人は１室（７
～１５畳）、８人～１４人は２室
□交通　①長野新幹線利用：上野駅（大
宮駅）～上田駅（バスで約１時間）～西菅
平［終点］下車（徒歩１０分）～菅平少年自然
の家　②自動車利用：関越自動車道・所沢
ＩＣ～上信越自動車道・上田菅平ＩＣ～
（Ｒ１４４～Ｒ４０６）～菅平少年自然の家
※所要時間は、いずれも約３時間
※自動車利用の方は、雪道用タイヤチ
ェーンの用意が必要です。

◆菅平少年自然の家　　
（札０２６８－７４－２２７７）

冬期（１１月～４月）
区　分

その他市　民
（幼児食）
１,３００円

（幼児食）
１,１５０円

未就学児
（４歳～６歳）

（一般食）
２,１５０円

（一般食）
１,９００円小・中学生

３,８００円２,８５０円少年団体の引率者
３,８００円２,８５０円高校生
４,６００円３,３００円青年（１６歳～２２歳）
５,３００円３,８００円一　般

□利用料金（１人・１泊２食付）
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