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DEC 2011 9Ｊ：ＣＯＭチャンネル（地上デジタル放送１１チャンネル）で、西東京市の「市からのお知らせ」のデータ放送をご覧いただけます。

？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

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 １２月５日捷午前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、１１月１７日昭から受付中）
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
１２月８日昭、１５日昭、１６日晶
午前９時～正午
※１２月８日昭は女性弁護士による相談

田

法 律 相 談
１２月１３日昇、１４日昌、２０日昇
午後１時３０分～４時３０分

保

午前９時～正午
　１月５日昭田人権・身の上

相 談 　１２月２２日昭保

午後１時３０分～４時３０分
　１２月９日晶田

税 務 相 談
　１２月１６日晶保

午後１時３０分～４時３０分
　１２月１５日昭田

不 動 産 相 談
★１２月８日昭保

午後１時３０分～４時３０分
★１２月８日昭田

登 記 相 談
★１２月１５日昭保

午後１時３０分～４時３０分
★１２月８日昭田

表示登記相談
★１２月１５日昭保

午後１時３０分～４時３０分
★１２月１４日昌田

交通事故相談
　１２月２８日昌保

午後１時３０分～４時３０分★１２月１２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★１２月１６日晶田行 政 相 談

午後１時３０分～４時３０分　１月１３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
（札０４２－４６３－１９８１）

 司法書士による東日本大震災 
被災者無料電話相談

　時 １２月１０日松午前１０時～午後４時
□電話相談　（札０３－３３５１－３２０３）
※当日限り
　問 東京青年司法書士協議会
（山内札０３－６６８２－８２３７）

 西東京料理飲食業組合創立 
５０周年記念イベント

　時 平成２４年４月１５日掌
　場 西東京市民会館
第１部：カラオケ大会　
午前１１時～午後５時※出場者募集
（参加費２コーラス１０，０００円）
第２部：藤原浩ショー　
午後５時～６時（入場料　１，０００円）
　申 ・　問 西東京料理飲食業組合
（林札０４２－４２２－６６３６）

■小学生マナーキッズテニス教室

　時 １２月１０日松午前１０時～午後０時３０分
　場 早稲田大学東伏見屋内コート
　内 スポンジボール使用の初心者コース
　￥ １，０００円
　問 早稲田大学庭球部
（札０４２－４６９－３４８７）

■検察審査員に選ばれたらご協力を！

　交通事故、詐欺などの被害にあっ
たのに、検察官がその事件を裁判に
かけてくれないなど、不服を持って
いる人のために「検察審査会」があり
ます。審査員は、選挙権を持っている
皆さんの中から「くじ」で選ばれま
す。ご理解とご協力をお願いします。
　問 立川検察審査会事務局
（札０４２－８４５－０２９２）

⑨１９日捷京２０日昇⑪２１日昌侠２２日昭
午後１時３０分～４時３０分（許距魚京
侠午前９時３０分～午後０時３０分）
□夜間相談（現在都合により設定し
ていません）
□中小企業診断士による経営講習会
（無料・要予約）
　時 １２月１０日松①午後１時②午後３時
□パソコン講習会（全２回コース・有
料・要予約）
　時 ①１２月６日昇・９日晶午前１０時～
正午：業務に役立つパソコン管理編
②１２月６日昇・９日晶午後１時～午
後３時：商圏を広げよう！オークシ
ョン編
※受講料などについては、お問い合
わせください。
※ミニパソコン講習会・随時行ってい
たパソコンの簡単な指導は終了しま
した。事業者の方は西東京商工会に
ご相談ください。
　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
３階・札０４２－４６１－６６１１）※１２月１
日昭より、１階から３階に移動しま
す。
　HP http://www.nishitokyo-sougyou.net/
　問 西東京商工会
（札０４２－４２４－３６００）

 第１回予備自衛官補 
（一般・技能）公募

□応募資格
一般　１８歳以上３４歳未満の者
技術　１８歳以上５３～５５歳未満の者
□試験日程
平成２４年４月１５日掌～１８日昌
□受付期間
平成２４年１月１１日昭～４月６日晶
　問 自衛隊西東京地域事務所

書類＆面接対策講座」
　時 １２月２１日昌・２２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）
⑤３４歳以下対象
少人数実践型セミナー「就勝ゼミ」
　時 １２月１７日松午後１時３０分～４時
　定 １５人（予約制・先着順）
⑥３０～５４歳対象
「実践！採用されるための応募書類・
面接対策講座」
　時 １２月７日昌午後１時～５時
　定 ５０人（予約制・先着順）
⑦５５歳以上対象
「自分を活かす！再就職対策講座」
　時 １２月１３日昇午後１時３０分～４時３０分
　定 ５０人（予約制・先着順）
⑧３０歳代対象
「正社員を目指す７日間のセミナー」
　時 平成２４年１月１１日昌～１月１９日昭の
全７日間
（土・日曜日を除く）
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 ②③以外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 ②以外すべて東京しごとセンター
多摩（札０４２－３２９－４５２４）

 西東京創業支援・経営革新相談
センター

　１２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。経
営全般、人材育成、労務、製造業な
どに関しての相談ができます。
①１日昭許２日晶距５日捷④６日昇
⑤９日晶⑥１２日捷魚１３日昇⑧１５日昭

■今月の薬湯～ショウガの湯～

　ショウガは、風邪引き時や風邪の
予防に、身体を温める効果がある最
高の漢方薬です。
　時 １２月４日掌
※小学生以下は入浴無料。
（保護者同伴）
　場 桐の湯・庚申湯・松の湯・みどり湯・
妙法湯
　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

①３０～５４歳対象
「合同就職面接会」
　時 １２月１６日晶午後１時～４時（受付
午後０時３０分～３時３０分）
②３０～５４歳対象
「面接対策セミナー＆合同就職面接
会（調布会場）」
□面接対策セミナー
　時 １２月１日昭午前１０時～正午
　定 ３０人（予約制・先着順）
□合同就職面接会
　時 １２月１日昭午後１時３０分～４時３０分
（受付午後１時～３時３０分）※予約
不要
　場 調布市文化会館たづくり
　問 東京しごとセンター多摩
（札０４２－３２９－４５１０）
③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 １２月９日晶午後１時３０分～４時３０分
　場 昭島市公民館
　定 ５０人（予約制・先着順）
※託児あり（予約制・対象年齢条件
などあり）
④３４歳以下対象
「実践！採用担当者に選ばれる応募


