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1月1日号

お役立ちガイお役立ちガイドド
ら徒歩２分）
　内 鴨下博さん（多摩北部医療センター
リハビリテーション科部長）の基調講
演、支援機関における取り組みな

ど

　申 当日直接会場へ。
※車での来場はご遠慮願います。
□主催　北多摩北部地域高次脳機能
障害者支援ネットワーク協議会、北
多摩北部地域リハビリテーション支
援センター
　問 小平市障害者福祉課（札０４２－３４６
－９５４２・胃０４２－３４６－９５４１）
東村山市障害支援課（札０４２－３９３－
５１１１・胃０４２－３９５－２１３１）

■多摩六都フェア 高校生写真展

　多摩北部地区を中心とした近隣高
等学校写真部などによる合同写真展
　時 １月１３日晶～１７日昇午前９時～午
後７時（初日は午後５時まで。最終
日は午後４時まで・１６日捷は休館）
　場 清瀬市郷土博物館・ギャラリー（清
瀬駅北口から徒歩約１５分）
　問 清瀬市教育委員会生涯学習スポー
ツ課（札０４２－４９５－７００１）

 平成２５年春採用　　　　　　　
一般・技術幹部候補生募集

　自衛隊の指揮官・技術研究者など
の幹部自衛官を養成する制度です。
□応募資格　２０歳以上２６歳未満の男
女（２２歳未満は大卒者・見込み含む）
大学院修了者は２８歳未満
□試験日（１次）　５月１２日松・１３日掌
※１３日掌は飛行要員希望者のみ
□受付期間　２月１日昌～４月２７日晶
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札０４２－４６３－１９８１）

「自分を活かす！再就職対策講座」
　時 １月２５日昌午後１時３０分～４時３０分
　定 ５０人（予約制・申込順）
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 １月１１日昌午後１時～５時
　定 ５０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」
　時 １月１４日松・グループ面接対策、
２８日松・グループディスカッション対
策：いずれも午後１時３０分～４時
　定 各１５人（予約制・申込順）
　場 ①②以外東京しごとセンター多摩
（ＪＲ国分寺駅南口徒歩５分）
※主な事業を掲載しています。詳細
は、東京しごとセンター多摩　HP 
（http://www.tokyoshigoto.or.jp/tama/）
をご覧ください。
　問 ①以外すべて東京しごとセンター
多摩（札０４２－３２９－４５２４）

 市民交流事業「高次脳機能障害
のリハビリテーションについて
～自立支援の取り組み～」

　頭のけがや、脳卒中など脳の病気
が原因で、記憶・注意・遂行機能な
ど脳の機能に障害がおき、社会生活
を送ることが困難になった状態を
「高次脳機能障害」といいます。
見つかりにくく、外見から分からず
に誤解も受けやすいこの障害に対し
て、どのように支援したら地域で暮
らしやすくなるのか、参加される皆
さんと一緒に考えます。
　時 １月２１日松午後１時３０分～４時３０
分（開場：午後０時４５分）　
　場 東村山市中央公民館（東村山駅か

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。
虚１０日昇許１１日昌距１７日昇④１９日昭
⑤２０日晶禦２３日捷魚２４日昇⑧２５日昌
⑨２６日昭京３０日捷
午後１時３０分～４時３０分（虚許距禦
魚京午前９時３０分～午後０時３０分）
興経営講習会（無料・要予約）
　時 １月２８日松①午前１０時～正午、
②午後１時～３時
　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※予約な

ど）
　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

①３４歳以下対象「面接対策セミナー
＆合同就職面接会（武蔵野会場）」
□面接対策セミナー　　
　時 １月２０日晶午前１０時～正午
　内 当日午後開催の合同就職面接会の
直前面接対策セミナー
　定 ３０人（予約制・申込順）
□合同就職面接会（予約不要）
　時 １月２０日晶午後１時３０分～４時３０
分（受付：午後１時～３時３０分）
　場 いずれも武蔵野商工会館
　問 東京しごとセンター多摩
（札０４２－３２９－４５１０）
②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 ・　場 １月２０日晶午後１時３０分～４
時３０分・田無庁舎
　定 ５０人（予約制・申込順）
※託児あり（予約制・対象年齢など
条件あり）
③５５歳以上対象

■正月朝湯

　気分も新たに朝湯につかり１年の
計を立ててみませんか。
　時 ・　場 １月２日捷
興桐の湯（ゆパウザひばり）午前８時
～午後１時
興みどり湯　午前８時～午後２時
興妙法湯　午前９時～午後１時
興庚申湯　午前９時～午後２時
興松の湯　午前９時～午後６時
※入浴料は通常の料金です。
　問 西東京市公衆浴場組合
（妙法湯・札０４２－４６１－３７８９）

■今月の薬湯～南天の湯～

　今年最初の薬湯は南天の湯です。
「難を転じて福となす」と言われ、縁
起が良く漢方の妙薬として、のど、足
腰の痛みなどに良いそうです。
　時 １月８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）

■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）　
　１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

？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 １月５日昭午前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、１２月１９日捷から受付中）
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
１月１２日昭・１９日昭・２０日晶
午前９時～正午
※１月１２日昭は女性弁護士による相談

田

法 律 相 談
１月１１日昌・１７日昇・１８日昌
午後１時３０分～４時３０分
※１月１７日昇は女性弁護士による相談

保

　午前９時～正午
２月２日昭田人権・身の上

相 談 １月２６日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
１月１３日晶田

税 務 相 談
１月２０日晶保

　午後１時３０分～４時３０分
１月２６日昭田

不 動 産 相 談
★１月１２日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
★１月１２日昭田

登 記 相 談
★１月１９日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
★１月１２日昭田

表示登記相談
★１月１９日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
★１月１１日昌田

交通事故相談
１月２５日昌保

　午後１時３０分～４時３０分★１月１６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★１月５日昭保行 政 相 談

　午後１時３０分～４時３０分２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）　※予約制

女 性 相 談

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

相談支援センター・
えぽっく

（札０４２－４５２－００７５）

障害の種別を問わない相談
月～金曜日　午前９時～午後６時３０分
土曜日　　　午前９時～午後０時３０分

障害福祉相談
発達障害相談（予約制）
日曜日　　　午前９時～午後０時３０分
／どちらも、相談支援センター・えぽっく（フレンドリー内）


