
平成24年９月15日号

5「西東京市ごみ・資源物収集日程（10月～平成25年9月分）」を広報西東京9月15日号と一緒に配布していますので、ご覧ください。◆ごみ減量推進課

西東京市社会福祉協議会
嘱託職員募集

□職種・人数　西東京市市民協働推進セ
ンター（西東京市からの受託事業）セン
ター長・１人
□業務内容　西東京市市民協働推進セン
ター業務全般（センター業務の統括、市
民活動団体・企業・行政間のコーディネー
ト、相談業務、講座・イベントなどの企
画・実施）
d市民活動支援および協働の推進のた
めのさまざまな企画力・実行力があり、
団体・関係機関とのコーディネートがで
きる方
□契約期間　10月１日～平成25年３月
31日
□勤務時間　日～土曜日午前10時～午
後６時（実働７時間）
※週５日勤務（火曜日は休み。火曜日が
祝日の場合は次の平日が休み）
□勤務場所　イングビル１階
□賃金　日給１万2,500円
i9月20日㈭午後5時までに、履歴書を
下記へ持参（土・日曜日・祝日は受け付
け不可）
□選考方法　１次選考…書類選考
２次選考…面接（９月26日㈬）
※結果にかかわらず履歴書は返却しません
j西東京市社会福祉協議会（〒202－
0013中町1－6－8　保谷東分庁舎内・
p042－438－3771）

要介護認定調査事業・認定調査員募集

□職種・人数　登録調査員（委託契約）・
５人程度
□資格　介護支援専門員
□業務内容　要介護認定に伴う訪問調
査・調査票作成
□調査地域　市内および近隣
□委託料　調査１件3,150円から（諸経費込み）
□勤務期間　11月以降
i９月18日㈫～10月12日㈮に、履歴
書と介護支援専門員の証明書の写しを下
記へ直接持参。
□選考方法　書類審査および面接（面接
日は後日連絡）
※10月17日㈬に市で行う研修（４時間
程度）のほか、２日程度の研修あり
j西東京市社会福祉協議会福祉サービ
ス支援係（〒202－0013中町1－6－8
保谷東分庁舎・p042－438－3775）

傾聴ボランティア講座

a10月15日・22日・29日、11月５日・
12日の月曜日午後１時～４時（全５回）
b田無総合福祉センター第一会議室
d傾聴ボランティアに興味がある方。
受講後、ボランティア登録のうえ活動可
能な方
e30人
f岡田弘子さん（日本カウンセリング学会
認定カウンセラー）
g7,000円

※ボランティア保険代（300円～1,400
円）別途。既にボランティア保険に加入
の方は参加費のみ
i9月18日㈫～10月6日㈯に、電話・ファ
クスで下記へ（申込多数の場合は抽選）。
※受講後、傾聴活動者（登録ボランティア）
に同行する実地体験ができます（希望者のみ）。
j西東京ボランティア・市民活動セン
ター（田無町５－５－12　田無総合福祉
センター１階・p042－466－3070・
l042－466－3555）

シニア対象パソコン教室
10月受講者募集

❖パソコンの始め方と入力　a４日㈭午
後１時～４時／g無料／i９月24日㈪まで

❖パソコン入門講座　a５日㈮・12日
㈮・19日㈮・26日㈮の午前（全４回）／
g6,000円／i９月24日㈪まで
❖ワード初級講座　a２日㈫・９日㈫・
16日㈫・23日㈫の午前（全４回）／
g6,000円／i９月21日㈮まで
❖エクセル初級講座　a２日㈫・９日
㈫・16日㈫・23日㈫の午後（全４回）／
g6,000円／i９月21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）　a５日㈮・12日㈮・
19日㈮・26日㈮午後（計４回）／g１回
1,500円（過年に当教室の講座を受講さ
れた方は１回無料）
※受講料はいずれもテキスト代込み
a無料講座以外は午前９時30分～正午、
午後１時30分～４時
bシルバー人材センター東伏見教室
d・e「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
i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。
※締め切り後でも受講可能な場合があり
ますので、お問い合わせください。
j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・
p042－425－6611）

発達障害児を理解するための講演会

a10月30日㈫午前10時～正午
b多摩小平保健所（小平市花小金井１－31－24）
d18歳未満の発達障害のお子さんを持
つ家族、地域の関係者の方
i電話で下記へ。
j多摩小平保健所（p042－450－3111）

小児救急講演会「知っておきたい！
子どもの病気とパパ・ママが
おうちでできるケア」

a10月31日㈬午後1時30分～3時30分
b多摩小平保健所（小平市花小金井１－
31－24）
c子どもの病気と家庭でのケア
i電話で下記へ。
j多摩小平保健所（p042－450－3111）

第８回市民講演会
～じょうずに受けよう予防接種～

a10月６日㈯午後２時～４時
b保谷こもれびホール
cお子さんの予防接種の上手な受け方
について
e250人（先着順）
i当日、直接会場へ。
j西東京市医師会（p042－421－4328）

「東大マルシェ」ボランティア募集

　昨年夏に「食と農のワークショップ」で
話し合った、「東大マルシェ」での直売実
験に向けた試行販売を行います。この運
営にボランティアとして協力していただ
ける方を募集します。
a10月６日㈯～８日㈷
b東京大学生態調和農学機構（緑町１－
１－１）
cマルシェ開催中の案内、警備、商品
の荷受け、陳列、広報補助など

e20人（申込順）
i電話・Eメールで下記へ。
j東京大学生態調和農学機構（p042－
463－1613・m todaimarche12@
gmail.com）

秋の谷戸沢処分場で
自然観察をしてみませんか

　廃棄物の埋め立てが終了し自然が回復
している谷戸沢処分場で、黄金色のスス
キ原散策やカヤネズミの巣探しなどをし
て、秋の動植物と触れ合ってみませんか。
a９月18日㈫～11月８日㈭の火・木曜日
e１日１グループ
※詳しくは下記へ電話で問い合わせるか、
kをご覧ください。
j循環組合（二ツ塚処分場）
（p042－597－7881）
khttp://www.tama-junkankumiai.
com/

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

■専門相談（予約制）
i9月19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、9月4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田無庁舎２階市民相談室n（p042－460－9805）
 保谷庁舎１階市民相談室o（p042－438－4000）

内　容 場　所 日　時

法律相談

n

9月25日㈫・26日㈬、10月4日㈭・5日㈮
午前9時～正午
※10月4日㈭は人権・身の上相談を兼ねる

o

9月27日㈭は午前9時～正午で人権・身の上相談を兼
ねる
10月2日㈫・3日㈬　午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n ★10月  4日㈭

午前9時～正午
o ★  9月27日㈭

税務相談
n 　  9月28日㈮

午後1時30分～4時30分
o 　10月  5日㈮

不動産相談
n 　10月  4日㈭

午後1時30分～4時30分
o 　10月11日㈭

登記相談
n 　10月11日㈭

午後1時30分～4時30分
o 　10月18日㈭

表示登記相談
n 　10月11日㈭

午後1時30分～4時30分
o 　10月18日㈭

交通事故相談
n 　10月10日㈬

午後1時30分～4時30分
o ★  9月26日㈬

年金・労災・雇用保険
人事一般相談 n 　10月15日㈪ 午後1時30分～4時30分

行政相談 n 　10月19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 ★10月  3日㈬ 午後1時30分～4時30分

■一般市民相談
場　所 日　時

一般市民相談　n・o 毎週月～金曜日　午前8時30分～午後5時

■一般市民相談
場

無料市民相談

市内の空間放射線量測定結果 （９月７日現在）
　市では、市内における放射線の状況を把握するため、市内を2㎞メッシュで
区分し、小中学校・保育園・公園の５カ所と武蔵野大学内（協力）１カ所の合計
６カ所で空間放射線量を測定しています。

※次回は、10月15日号に掲載します。最新の情報は市kでご覧ください。
◆環境保全課（ 042－438－4042）

区分 測定場所 町名 測定日
線量率（マイクロシーベルト／時）

地上１m 地表面
（地上5㎝）

北部 栄小学校 栄町 ９月３日㈪ 0.062 0.060
東部 なかまち保育園 中町 ９月４日㈫ 0.049 0.058
中央部 田無第二中学校 北原町 ９月５日㈬ 0.048 0.048
西部 田無第三中学校 西原町 ９月６日㈭ 0.061 0.065
南西部 田無市民公園 向台町 ９月７日㈮ 0.040 0.048
南部 武蔵野大学（協力） 新町 ９月５日㈬ 0.041 0.048


