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６月３日㈰
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）
西東京市公衆浴場会

（妙法湯 042－461－3789）

・ ７月７日㈯・保谷東分庁舎
７月９日㈪・田無自動車教習所
①普段から車の運転をしている方　

②２年間無事故で免許停止を受けていな
い方　③「西東京市移動サービス連絡会」
に人材登録をしていただける方
各回20人
3,500円（資料代・認定書代を含む）
申請書に必要事項を記入して、６月

15日㈮～29日㈮までに下記へ直接持参。
西東京市社会福祉協議会

（中町1－6－8保谷東分庁舎・ 042－
438－3770）

６月30日㈯午前10時30分～午後２
時30分（雨天決行）
ほうや福祉作業所（ひばりが丘３－１

－23）
❖バザー物品提供のお願い
□品目　台所用品、雑貨、夏物衣類、お
もちゃ、古本、CDなど（台所用品・衣類

は新品のみ）
□受付期限　６月15日㈮
※詳しくは、お問い合わせください。
http://business4.plala.or.jp/

hfs2939/
ほうや福祉作業所

（ 042－461－9816）

❖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）
６月30日㈯①午前10時～正午　②午

後１時～３時
７月から新たに創設される「西東京市

創業資金融資あっせん制度」の内容を、
分かりやすく説明します。
❖パソコン個別指導（有料・要予約）
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。
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・ 042－461－6611）
http://www.nishitokyo-sougyou.

net/
西東京商工会

（ 042－424－3600）

　総務省主唱「情報通信月間」の参加行事
としてのイベントです。初心者向けに免
許の取得方法や運用の楽しみ方などを実
演を交えて解説します。
・ 6月16日㈯午前10時～午後５時

（無線機遊びは午後1時～3時）・スカイ
タワー西東京（芝久保町5-8-2）
❖子どもを対象とした無線機遊び
6月８日㈮までに、下記へ（申込順）。

※詳細は http://www.skytower195.
comもしくは、下記までお問い合わせを。
㈱田無タワー（ 042－467－1187）

　東京財務事務所では、無料の多重債務
相談窓口を開設しています。
　専門の相談員が電話または面接による
相談に応じ、必要に応じて法律の専門家
に引き継ぎを行っています。　
　個人の秘密は厳守します。まずは下記
へお問い合わせください。
関東財務局東京財務事務所　多重債

務相談窓口（ 03－5842－7475）

　東京都では、６月を「就職差別解消
促進月間」とし、就職差別をなくし、
就職の機会均等を確保するため、東京
労働局やハローワークと連携してさま
ざまな啓発活動を展開しています。
❖講演と映画の集い
６月18日㈪午後２時～４時30分
新宿区立新宿文化センター（新宿区

新宿6－14－1）
□講演　「障害者、ニートなどの若者、
高齢者などの雇用促進のために何をす
べきか～激動する社会で考える～」
炭
すみ

谷
たに

茂さん（恩賜財団 済生会理事長）
□映画　「本当の出会いのために～エ
ントリーから始まる公正採用選考～」

1,000人（先着順）
当日、直接会場へ。
東京都産業労働局雇用就業部労働

環境課（ 03－5320－4649）
❖人権問題啓発映画会
６月５日㈫午後２時～４時20分
台東区生涯学習センター２階（台東

区西浅草３－25－16）
「本当の出会いのために～エント
リーから始まる公正採用選考～」「桃香
の自由帳」「サラリーマンライフ～ろう
者と聴者が共に働く職場づくり～」
先着300人（事前申込制）
・ （公財）東京都人権啓発センター
　（ 03－3876－5372）

福祉有償運送運転者講習会
～第６回運転ダヨ！！ 全員集合～

西東京創業支援・
経営革新相談センター

今月の薬湯～枇杷（びわ）の葉湯～

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

■一般市民相談
場　所 日　時

市民相談室　 ・ 毎週月～金曜日　午前8時30分～午後5時

無料市民相談

地域ふれあいバザー

アマチュア無線を楽しもう！ 借金の返済でお悩みの方へ

■専門相談（予約制）
6月4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、5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。
市民相談室 （ 042－460－9805）・ （ 042－438－4000）

内　容 場　所 日　時

法律相談

6月7日㈭、14日㈭、15日㈮、21日㈭
午前９時～正午
※6月7日㈭は人権・身の上相談を兼ねる
6月12日㈫、13日㈬、19日㈫、20日㈬
午後１時30分～４時30分

人権 ・身の上相談
★6月  7日㈭
　7月  5日㈭ 午前９時～正午
　6月28日㈭

税務相談
　6月  8日㈮

午後１時30分～４時30分
　6月15日㈮

不動産相談
　6月21日㈭

午後１時30分～４時30分
★6月14日㈭

登記相談
★6月14日㈭

午後１時30分～４時30分
★6月21日㈭

表示登記相談
★6月14日㈭

午後１時30分～４時30分
★6月21日㈭

交通事故相談
★6月13日㈬

午後１時30分～４時30分
　6月27日㈬

年金・労災・雇用保険
人事一般相談 ★6月11日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 ★6月15日㈮ 午後１時30分～４時30分

相続・遺言・成年後見等
手続相談 　7月13日㈮ 午後１時30分～４時30分

■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 

（ 042－438－4077）【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 
（ 042－438－4077）【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

（ 042－425－3303）【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 
（ 042－460－9840）

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
（ 042－439－0075）

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
（ 042－460－9836）
（ 042－438－4027）

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
（ 042－452－0075）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
（ 042－461－0381）

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
（ 042－425－4040）

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 
（ 042－438－4051）

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
（ 042－438－4042）

就職差別解消促進月間
～なくそう就職差別・問われる企業と社会の人権感覚～

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


