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5J：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。

シニア対象パソコン教室
9月受講者募集

❖パソコンの始め方と入力　 6日㈭午
後1時～4時／ 無料／ ８月27日㈪まで
❖パソコン入門講座　 ７日㈮・14日
㈮・21日㈮・28日㈮の午前（計4回）／
6,000円／ ８月28日㈫まで

❖ワード中級講座　 4日㈫・11日㈫・
18日 ㈫・25日 ㈫ の 午 前（計4回）／
6,000円／ ８月24日㈮まで

❖エクセル中級講座　 4日㈫・11日
㈫・18日㈫・25日㈫の午後（計4回）／
6,000円／ ８月24日㈮まで

❖パソコンの楽しい活用講座（ご自分の
パソコンでも受講できます。詳細は資料
をご請求ください）　 7日㈮・14日㈮・
21日㈮・28日㈮の午後（計4回）／ １
回1,500円（過年に当教室の講座を受講
した方は１回無料）
※受講料はいずれもテキスト代込み
無料講座以外は午前９時30分～正午、

午後１時30分～４時
シルバー人材センター東伏見教室
・ 「パソコンの始め方と入力」およ
び「パソコン入門講座」以外は文字入力の
できる方・いずれも10人
往復はがきで、希望講座名・受講日・住

所・氏名・年齢・電話番号を明記し、下記へ。
西東京市シルバー人材センター（〒 

202－0013中町1－6－8　保谷東分庁
舎・ 042－425－6611）

公立昭和病院
「第8回市民公開講座」

９月１日㈯午後２時～３時30分
公立昭和病院講堂（小平市天神町2－

450）
がんの化学療法について
当日、直接会場へ
公立昭和病院（ 042－461－0052

内線2170）

不動産の街頭無料相談所

９月８日㈯午前10時～午後4時
田無駅北口アスタ2階センターコート
不動産に関する一般相談（法律・税務・

売買・賃貸など）
公益社団法人　東京都宅地建物取引業

協会北多摩支部（ 042－467－3188）

耐震キャンペーン

❖耐震フォーラム
９月３日㈪午後２時～５時
都庁第一本庁舎５階大会議場
500人（申込順）
電話でキャンペーン事務局（ 03－

3370－2411）へ予約。
❖耐震改修・展示会・相談会
８月29日㈬～31日㈮午前10時～午

後６時（最終日は５時まで。入退場自由）
新宿駅西口広場
木造、ビル・マンション耐震改修工

法などの展示会・個別耐震相談会
※詳しくは http://www.taishin.metro. 
tokyo.jp/をご覧ください。
東京都都市整備局建築企画課

（ 03－5388－3348）

防衛大学校・防衛医科大学校
学生募集（平成25年春入校）

□応募資格　高卒（見込みを含む）で21
歳未満の男女
□第1次試験　防衛大（一般）…11月10
日㈯・11日㈰
防衛医大…10月27日㈯・28日㈰
□受付期間　９月３日㈪～10月１日㈪
※防衛大推薦についてはお問い合わせく
ださい。
自衛隊西東京地域事務所

（ 042－463－1981）

水道に関するお問い合わせ

□引っ越し・契約の変更　
0570－091－100（ナビダイヤル）

□料金・漏水修繕・その他の用件
0570－091－101（ナビダイヤル）

※PHSなどナビダイヤルを利用できない
場合… 042－548－5110
※漏水事故など緊急の用件については、
24時間365日ご案内しています。
◆水道局多摩お客さまセンター
受付時間：午前８時30分～午後８時（日
曜日・祝日を除く）

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

■専門相談（予約制）
8月17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、8月3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。
田無庁舎２階市民相談室 （ 042－460－9805）

 保谷庁舎１階市民相談室 （ 042－438－4000）

内　容 場　所 日　時

法律相談

8月22日㈬、28日㈫、9月6日㈭、7日㈮
午前9時～正午
※9月6日㈭は人権・身の上相談を兼ねる
8月23日㈭は午前9時～正午で人権・身の上相談を兼
ねる
9月4日㈫、5日㈬午後1時30分～4時30分

人権・身の上相談
★9月  6日㈭

午前9時～正午
★8月23日㈭

税務相談
　8月24日㈮

午後1時30分～4時30分
　9月  7日㈮

不動産相談
　9月  6日㈭

午後1時30分～4時30分
　9月13日㈭

登記相談
　9月13日㈭

午後1時30分～4時30分
　9月20日㈭

表示登記相談
　9月13日㈭

午後1時30分～4時30分
　9月20日㈭

交通事故相談
　9月12日㈬

午後1時30分～4時30分
★8月22日㈬

年金・労災・雇用保険
人事一般相談 　9月10日㈪ 午後1時30分～4時30分

行政相談 　9月  6日㈭ 午後1時30分～4時30分

相続・遺言・成年後見等
手続相談 ★9月14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　 ・ 毎週月～金曜日　午前8時30分～午後5時

無料市民相談

生前契約って何?
　　　 「生前契約」という言葉を最近よく

聞くが、どんな契約なのか教えて
ほしい。

　　　 「生前契約」に明確な定義はありま
せんが、将来介護や後見が必要と

なりそうになったときのサービス契約や、
死後の葬儀などの契約を「元気なとき」に
する契約です。
　将来に対する不安を解消するために、
契約を考えている方も多いと思いますが、
下記のような問題点もあります。
◇契約の履行を保障するための措置や、
契約した事業が破綻した場合の法的規制
が原則としてない
◇契約書面が交付されない場合もあり、

契約内容があいまいになりがち
◇契約を検討している人たちを温泉など
に連れて行き、仲間意識を持たせて契約
させる利益誘導的勧誘が行われたりする
　また、中途解約や契約者死亡などの場
合に過大な負担を負わせるものもありま
すので、契約内容をよく確認する必要が
あります。
　「生前契約」の活用についての相談は、
権利擁護センター・あんしん西東京にお
問い合わせください。また、判断する力
が低下した際に活用する「成年後見制度」
などについても相談に応じていますので、
詳しくは社会福祉協議会にお問い合わせ
ください。
権利擁護センター・あんしん西東京

（ 042－438－3776）
◆消費者センター（ 042－425－4040）

　A
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■文化芸術振興推進委員会
８月17日㈮午前10時～正午
保谷庁舎１階
委員会の運営について
５人

◆文化振興課 （ 042－438－4040）
■社会教育委員の会議
８月17日㈮午後２時～４時
保谷庁舎３階
社会教育施策の今後のあり方
５人

◆社会教育課 （ 042－438－4079）
■中小企業等資金融資検討委員会
８月24日㈮午前10時～正午
保谷庁舎２階
西東京市中小企業等融資あっせ
ん制度について
５人

◆産業振興課 （ 042－438－4041）
■教育計画策定懇談会
８月27日㈪午後２時～４時
エコプラザ西東京
教育計画策定について
５人

◆教育企画課 （ 042－438－4070）
■行財政改革推進委員会
8月27日㈪午後2時30分
田無庁舎３階
地域経営戦略プランの取組状況に
ついてなど
５人

◆企画政策課 （ 042－460－9800）

傍　聴 審議会など

　８月20日㈪から、保谷駅南口第１自転
車駐車場の場所が替わりますので、ご
利用の際はご注意ください（地図参照）。
　通勤・通学・買い物などで自転車な
どを駐車するときは、利用者一人一人
が責任を持って自転車駐車場を利用し
ましょう（※原付バイクは、制限があ
る場所があります）。
　また、市では「西東京市自転車等の
放置防止に関する条例」により、市内
の各駅周辺を「自転車等放置禁止区域」
に指定しています。駅周辺の放置自転
車・原付バイクは撤去し、保管所に移
送します。

□撤去保管料　自転車は2,000円、原
付バイクは3,000円を徴収します。
◆道路管理課 （ 042－438－4057）

保谷駅

保谷駅南口第2
自転車駐車場

保谷駅南口
自転車駐車場

8月19日㈰に閉鎖

8月20日㈪から
（新）保谷駅南口第1
自転車駐車場

ソレイユ保谷 ステア
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●保谷駅南口第1自転車駐車場が移転します●


