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9東日本大震災義援金へご協力をお願いします。両庁舎・各公民館ほかで義援金箱を設置しています。

■専門相談（予約制）
i5月7日㈪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、４月17日㈫から受付中）
 なお、予約開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j市民相談室 n（p042－460－9805）・o（p042－438－4000）

内　容 場　所 日　時

法律相談

n
５月10日㈭、17日㈭、18日㈮、22日㈫
午前９時～正午

o
５月９日㈬、15日㈫、16日㈬
午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n ★5月31日㈭

午前9時～正午
o 　5月24日㈭

税務相談
n 　5月11日㈮

午後１時30分～4時30分
o 　5月25日㈮

不動産相談
n 　5月31日㈭

午後１時30分～4時30分
o ★5月10日㈭ 

登記相談
n ★5月10日㈭ 

午後１時30分～4時30分
o ★5月17日㈭ 

表示登記相談
n ★5月10日㈭ 

午後１時30分～4時30分
o ★5月17日㈭ 

交通事故相談
n ★5月 9日㈬

午後１時30分～4時30分
o 　5月23日㈬

年金・労災・雇用保険
人事一般相談 o ★5月14日㈪ 午後１時30分～4時30分

行政相談 o ★5月31日㈭ 午後１時30分～4時30分
相続・遺言・成年後見等
手続相談 n 　6月 6日㈬ 午後１時30分～4時30分

■一般市民相談
場　所 日　時

市民相談室　n・o 毎週月～金曜日　午前8時30分～午後5時

a５月５日㈯
b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）。
65歳以上の方は午後４時～６時に限り
入浴無料。
j西東京市公衆浴場組合
（妙法湯p042－461－3789）

❖利用者の支援
□資格　社会福祉士または介護福祉士
□勤務時間　１日７時間45分（週５日）
□時給　1,040円
❖運転手
□資格　乗車定員11人以上の車両を運
転できる免許をお持ちの方
□勤務時間・時給　朝・夕それぞれ1.5
時間程度（週５日）・1,190円
※詳しくはお問い合わせください。
j西東京市社会福祉協議会
（p042－461－9816）

❖特別相談（相談無料・要予約）
　中小企業診断士などが、創業に関する
相談のほか、既に事業を営んでいる方に
経営全般の悩みや、人材育成・労務・販
路開拓などに関する相談について、個別
に対応します。

❖中小企業診断士などによる経営講習会
（無料・要予約）
a５月29日㈫午後７時～９時
c「挑戦しよう！ 経営革新計画承認」
❖パソコン個別指導（無料・要予約）
c市内で事業を営んでいる方に対して、
パソコンソフトに関する操作などを個別
に指導します。
b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階西
東京商工会内・p042－461－6611）
khttp://www.nishitokyo-sougyou.net/
j西東京商工会（p042－424－3600）

a５月19日㈯、６月２日㈯・16日㈯・
30日㈯、７月14日㈯、９月29日㈯、
10月13日㈯・27日㈯午後１時～４時
（全８回）・初心者歓迎・楽器貸与
b田無特別支援学校（南町５－15－５）
i往復はがきで申し込み
j都立田無特別支援学校（佐藤p042－
463－6262）

❖園庭開放…毎週㈬午前10時～正午
❖簡単ダンスとピラティス…毎月２回㈭
❖簡単手作りおもちゃと絵本
a５月18日㈮午前10時30分～正午
※詳しくは園の kおよび子育て支援だ
よりでお知らせします。
i園庭開放は当日、直接会場へ。それ
以外は、１カ月前から電話で受け付け。
j柳橋保育園（新町１－11－25・p042－
461－3673）

無料市民相談

❖中

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

今月の薬湯～菖蒲（しょうぶ）湯～

ほうや福祉作業所の臨時職員を募集

西東京創業支援・経営革新
相談センター

公開講座「三線を覚えて
ボランティア活動に生かそう」

　西東京商工会は、市の支援のもと、
チャレンジショップ事業の応募者を募
集します。
□支援内容　最大12カ月の家賃につい
て、月額費用の50％以内（１件当たり
の上限月額５万円）を助成。
□資格　①小売業・サービス業のほか、
コミュニティービジネスなどの独立開
業を目指しているか、平成24年４月１
日以降に開業していること②事業者自
身が直接事業を行うことができること
③空き店舗で行おうとする事業に必要
な資格・認可などを取得している、ま
たは取得することが確実なこと④市内
の契約可能な空き店舗を事業者自身が選
定し、契約することができること⑤空き
店舗所有者と同一世帯、生計を一にす

る方、またはその３親等以内の親族で
ないこと⑥西東京創業支援・経営革新
相談センターにて経営指導を受けてい
ること⑦市税の納税義務者の場合は滞
納していないことなど（詳しくは商工会
にお問い合わせください）
※選考は、応募者より提出された事業
計画などにより行います。
i商工会にある申込書に必要事項を記
入し、必要書類を添付のうえ、８月31
日㈮（消印有効）までに、西東京商工会
へ郵送または直接持参。
j西東京商工会保谷事務所（〒202－
0005住吉町６－１－５・p042－
424－3600）、同田無事務所（〒188
－0012南町５－６－18イングビル３
階・p042－461－4573）

市内の空き店舗に創業・
開業する方を支援しますチャレンジショップ事業チャレンジショップ事業

a・c①６月26日㈫午後１時30分～
３時30分「就職活動準備と自己理解・職
業理解」(講義形式) 
②６月27日㈬午後１時30分～３時30分
「履歴書・職務経歴書の書き方」(講義形式)
③６月28日㈭午後１時30分～３時30分
「面接対策」(講義形式)
b田無庁舎２階
e各回50人申込順（定員内で①～③の
すべてのセミナーを受講可能）
h筆記用具（雇用保険受給中の方は「雇
用保険受給資格者証」）

□保育　
d・e生後６カ月～４歳・各回16人（先着順）
iセミナーは事前にハローワークで求
職申し込みが必要（田無庁舎２階就職情
報コーナーでも可能）。保育希望は、セ
ミナー申し込み後に必ず予約（６月22日
㈮正午まで）。
セミナー：㈱ジェイック（運営委託先）
（p03－5282－7586 受付時間：平日
午前9時～午後5時）
保育：産業振興課（p042－438－4041）
※いずれも受付は５月１日㈫より開始。
jハローワーク三鷹　職業相談部門
（p0422－47－8617）

柳橋保育園子育て支援の催し

就職支援セミナー
～保育サービスあります！～

■その他の相談
内　容 日　時　／　場　所 問い合わせ

教育相談

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 教育支援課 o

（p042－438－4077）【電話相談】月～金曜日　午前９時～午後５時
（ 042－425－4972）

不登校
ひきこもり
相談

月・水・金曜日　午前９時～午後５時
／Nicomoルーム（西原総合教育施設３階） 教育支援課 o

（p042－438－4077）【電話相談】午前９時～午後５時
月・水・金曜日（ 042－452－2244）、
火・木曜日（ 042－438－4077）

子供家庭相談
（電話・面接）

【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） 子ども家庭支援センター

（p042－425－3303）【電話相談】月～土曜日　午前９時～午後４時
（ 042－439－0081）

母子相談 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

子育て支援課 n
（p042－460－9840）

女性相談
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

協働コミュニティ課
（p042－439－0075）

生活相談 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）

生活福祉課
n（p042－460－9836）
o（p042－438－4027）

障害福祉相談

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 相談支援センター・

えぽっく
（p042－452－0075）

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）

外国人相談 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）

多文化共生センター
（p042－461－0381）

消費生活相談 月～金曜日　午前10時～正午・午後１時～４時
／消費者センター

消費者センター
（p042－425－4040）

住宅増改築
相談

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

都市計画課 o
（p042－438－4051）

動物相談
（西東京市獣医師会）

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

環境保全課
（p042－438－4042）


