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NOV 2011 7ＦＭ西東京のホームページで過去に放送をした、西東京市の「市からのお知らせ」を聴くことができます。

 クイズで学ぶ！税金って必要なの？＆ 
映画“シュレックフォーエバー”鑑賞会

　時 １１月１３日掌午後２時～４時２０分
　場 西東京市民会館５階
　対 小学生限定（親子での参加可）
　申 当日直接会場へ（先着１００人）
※クイズ参加者全員にお菓子セット
プレゼント
　問 東村山法人会
（岩崎札０４２－３９４－７６５４）

 裁判所の調停員による　　　　
無料調停相談会

　時 １１月１２日松午前１０時～午後３時３０
分
　場 武蔵野公会堂３階（武蔵野市吉祥
寺南町１－６－２２）ほか都内９会場
　内 家庭内や親族間、土地、建物、多
重債務、交通事故などの相談
　申 当日直接会場へ
　問 東京家事調停協会
（札０３－３５０２－８８２２）

 講演会「今、伝えたい！生きる
力と育つ力！」

　免疫力で薬いらずの安保徹教授と
自然育児で著名な真弓定夫小児科医
院長が語る健康の秘訣。
　時 １２月３日松午後１時開場、１時３０
分開演
　場 西東京市民会館
　￥ ２，０００円
　申 下記へ電話で申し込み。
　問 エフエム西東京
（札０４２－４５１－２６３０）

■防火のつどい

　時 １１月９日昌午後１時～３時３０分
　場 コール田無
　内 第１部：火災予防功労者、事業所
などの表彰式
第２部：防火講演
　講 平野啓子さ

ん（元「ＮＨＫニュースお
はよう日本」のキャスター）
　問 西東京消防署
（札０４２－４２１－０１１９）

■無料講演会

～お金は使わないけれど頭と体とア
イデアを使って売上げをぐんぐん伸
ばす方法を教えます～
　時 １１月１８日晶午後６時３０分開場、
７時開演
　場 東村山市市民ステーション サン
パルネ（東村山市野口町１－４６）
　定 １５０人
□主催　東京都商工会青年部連合会
　申 ・　問 西東京商工会  保谷事務所
（ 古賀・札０４２－４２４－３６００）

 東京都行政書士会田無支部　　
街頭無料相談会

　時 １１月１２日松・１３日掌
　場 西東京市民まつり会場
（西東京いこいの森公園）
※当日直接会場へ。
　問 東京都行政書士会
（札０３－５４８９－２４１１）

１次受付：１２月１日昭～１５日昭
２次受付：平成２４年４月２日捷～随
時受付
　申 柳泉園組合　HP をご覧ください
　HP  http://www.ryusenen.or.jp
　問 柳泉園組合（札０４２－４７０－１５４６）

 ブルーライトアップ　　　　　
スカイタワー西東京

　１１月１４日は世界糖尿病デーと定め
られています。当日はシンボルカラ
ーに点灯するスカイタワー西東京も
ご覧いただけます。
　時 特別講演会「糖尿病を知ろう！」
１１月１３日掌午後４時～６時
　場 スカイタワー西東京タワープラザ
（芝久保町５－８－２）
　申 指定の申込用紙に記入し、ファックス
で申込み。（定員になり次第締切）
※詳細は　HP をご覧ください。
　HP  http://www.skytower195.com
□共催　株式会社田無タワーほ

か

　問 ＮＰＯ法人西東京臨床糖尿病研究
会事務局（札０４２－３２２－７４６８・胃０４２
－３２２－７４７８）

 「地域ふれあいバザー」　　　　
物品提供のお願い

　電化製品、大型家具、雑誌など、
お断りする品物もありますので、ご
了承ください。
□受付期間：１１月１１日晶まで
□地域ふれあいバザー
　時 １１月２６日松午前１０時３０分～午後２
時３０分（雨天決行）
　場 ほうや福祉作業所（ひばりが丘３
－１－２３）
※詳細は　HP または電話でお問い合
わせください。
　HP  
http://business4.plala.or.jp/hfs2939/
　問 西東京市社会福祉協議会
　ほうや福祉作業所
（札０４２－４６１－９８１６）

■年末調整等説明会

　給与の支払者を対象に、平成２３年
分年末調整、法定調書などの作成に
ついて、説明会を開催します。
　なお、給与支払報告書総括表・個
人別明細書などを説明会当日、会場
受付で配布します。
　時 １１月１１日晶午後１時３０分～３時３０
分
　場 保谷こもれびホール
※申し込み不要、直接会場へ。
※車での来場はご遠慮ください。
　問 東村山税務署法人課税第２部門
（札０４２－３９４－６８１１）税務署へのお
問合せは、音声案内にしたがって
「２」番を選択してください。
　市民税課 　田 
（札０４２－４６０－９８２８）

■税務署からのお知らせ

　源泉所得税の納付は「ｅ‐Ｔａｘ」の
利用が便利、ぜひご利用ください。
　詳細は下記　HP 「ｅ‐Ｔａｘ」をご覧く
ださい。
　HP http://www.e-tax.nta.go.jp
　問 東村山税務署
（札０４２－３９４－６８１１）

 西東京創業支援・経営革新相談
センター

　１１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。
①２日昌②７日捷③８日昇鋸１０日昭
漁１４日捷⑥１７日昭魚１８日晶⑧２４日昭
⑨２５日晶⑩２８日捷⑪２９日昇侠３０日昌
午後１時３０分～４時３０分（鋸漁魚侠
午前９時３０分～午後０時３０分）
専門分野：①③漁⑧⑪侠経営全般・
労務、②魚⑩経営全般・人材育成、
鋸⑥⑨経営全般・製造業
□夜間相談（１週間前までに要予約・
無料）
③８日昇・⑩２８日捷午後６時～９時
□中小企業診断士による経営講習会
（無料・要予約）
　時 １１月１９日松午前１０時～午後３時
□パソコン講習会（有料・要予約）
　時 １１月１４日捷・１５日昇・１６日昌の１日
のみ。時間などはお問い合わせを。
　￥ １，０００円
□ミニパソコン講習会（有料）
　日程などはお問い合わせを。
　￥ ５００円
□パソコンの利用（１時間２００円）
パソコンの簡単な指導は随時あり。
　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）

■男女雇用平等推進セミナー

～働く女性のためのハラスメントと
メンタルヘルス～
　時 ①１１月２日昌　②４日晶
各日午後６時３０分～８時３０分
　内 ①「ストップ！働く女性のセクハ
ラ・パワハラ・いじめ」
～法律・判例・対処法を学ぶ～
②「心も元気に！働く女性のメンタ
ルヘルス対策」
～心の病気のサイン・治癒・予防法
を学ぶ～
　場 国分寺労政会館４階（ＪＲ・西武
線国分寺駅南口徒歩約５分）
　定 ６０人（受講料無料）
　申 ・　問 東京都労働相談情報センター
国分寺事務所事業普及係
（札０４２－３２３－８５１１）
※　HP 申込の方
「ＴＯＫＹＯはたらくネット」
　HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

■東京都最低賃金が改定されました

　東京都最低賃金（地域別最低賃金）
は時間額８３７円（引上額１６円）に改
定され、平成２３年１０月１日から発効
されています。
　都内で労働者を使用するすべての
事業場および同事業場で働くすべて
の労働者（都内の事業場に派遣中の
労働者を含む）に適用されます。
　一部の業種については別に定める特
定（産業別）最低賃金が適用されます。
　問 東京労働局賃金課
（札０３－３５１２－１６１４）

 柳泉園組合競争入札参加資格審査
申請（平成２４年度以降）の受付

□受付期間

■今月の薬湯～柿の葉湯～

　ビタミン豊富な柿の葉が細菌やウ
イルスに勝つ免疫力を高め、風邪な
どの感染症を予防します。
　時 １１月６日掌
　場 桐の湯・庚申湯・松の湯・みどり湯・
妙法湯
※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）

■しごとセンター多摩の就業支援

①３４歳以下対象
「面接対策セミナー＆合同就職面接
会（昭島会場）」
□面接対策セミナー
　時 １１月２５日晶午前１０時～正午
　定 ３０人（予約制・申込順）
□合同就職面接会
　時 １１月２５日晶午後１時３０分～４時３０
分（受付：午後１時～３時３０分）
※予約不要
　場 都立多摩職業能力開発センター
②新卒者等対象
「合同企業説明会」
　時 １１月１９日松午後１時～４時３０分
（受付：午後０時３０分～３時３０分）
　対 平成２４年３月卒業予定の方、およ
び既卒３年以内の方
　定 ２００人（予約制・申込順）
　申 ・　問 東京しごとセンター多摩
（札０４２－３２９－４５１０）
③５５歳以上対象
「定年退職後の働き方を考える」
　時 ・　場 １１月１１日晶午後１時１５分～４
時４５分・立川商工会議所
　定 ５０人（予約制・申込順）
④３４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」
１日目：応募書類対策講座
２日目：面接対策講座
　時 １１月２４日昭・２５日晶
各午後１時３０分～４時３０分
　定 各日３０人（予約制・申込順）
⑤３４歳以下対象
少人数実践型セミナー「就勝ゼミ」
①「業界研究・職種研究」
②「エントリーシート対策」
※１日だけ、両日の参加どちらも可。
　時 ①１１月１２日松・②２６日松
各午後１時３０分～４時
　定 各日１５人（予約制・申込順）
⑥５５歳以上対象
「自分を活かす！再就職対策講座」
　時 １１月２１日捷午後１時３０分～４時３０
分
　定 ５０人（予約制・申込順）
⑦３０～５４歳対象
「実践！採用されるための応募書類・
面接対策講座」
　時 １１月７日捷午後１時～５時
　定 ５０人（予約制・申込順）
⑧３０歳代対象
「正社員を目指す７日間のセミナー」
　時 １２月１日昭～９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 東京しごとセンター多摩（①、③
以外・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・②以外）
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