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■専門相談（予約制）
i６月３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７日㈬から、★印は、５月19日㈪から受付中）
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 ６月12日㈭・19日㈭・20日㈮ 午前９時～正午

o
６月10日㈫・11日㈬・17日㈫・18日㈬ 
午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談 n 　7月  3日㈭
午前9時～正午

o 　6月26日㈭

税務相談 n 　6月10日㈫
午後1時30分～4時30分

o 　6月20日㈮

不動産相談 n 　6月19日㈭
午後1時30分～4時30分

o ★6月12日㈭

登記相談 n ★6月12日㈭
午後1時30分～4時30分

o ★6月19日㈭

表示登記相談 n ★6月12日㈭
午後1時30分～4時30分

o ★6月19日㈭

交通事故相談 n ★6月11日㈬
午後1時30分～4時

o 　6月25日㈬
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n ★6月  9日㈪ 午後1時30分～4時30分

行政相談 n ☆6月20日㈮ 午後1時30分～4時30分
相続・遺言・
成年後見等手続相談 o 　7月11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

無料市民相談
■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

（p042－439－0081）【電話相談】月～土曜日　午前９時～午後４時

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・金・土曜日　午前10時～午後４時
水・木曜日　午前10時～午後８時／
パリテ（住吉会館１階）　※予約制

男女平等推進センター
（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
いずれも、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）

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

西東京創業支援・経営革新相談センター

❖特別相談（相談無料・要予約）
　中小企業診断士などが、創業・経営全
般のお悩みや相談に対応します。
❖創業資金融資あっせん制度事前診断
　当制度の申し込み時には、当センター
の経営診断を受けて創業計画書を作成す
る必要があります。ご予定のある方はセ
ンターへお問い合わせください。
b西東京創業支援・経営革新相談セン
ター（イングビル３階西東京商工会内・
p042－461－6611）
j西東京商工会（p042－424－3600）

第12回ボランティアのつどい
「ボラフェス2014 知ろう！
語ろう！楽しもう！」

　市内のボランティア団体が、ステージ・
体験コーナー・相談コーナーでさまざま
な活動を紹介します。
a６月15日㈰午前11時～午後３時
b田無総合福祉センター
j西東京ボランティア・市民活動セン
ター（p042－466－3070）

g2,000円（２回分）
iはがきに、住所・氏名・電話番号を
明記し、６月13日㈮までに下記へ
❖講習会「布ぞうり作り」
a７月２日・９日㈬午前10時～午後４時
bエコプラザ西東京
d・e18歳以上の方・15人
□説明会　a６月10日・17日㈫午前10
時～午後４時の間で随時
i６月17日㈫までに、下記窓口へ
j西東京市シルバー人材センター
（〒202－0013中町１－６－８・
p042－425－6611）

特別講演 「障がい者スポーツと
パラリンピック～TOKYO 2020 
パラリンピックに向けて～」

a６月７日㈯午後２時～３時30分

子育て講演会

　岩手県の遠野に古くから伝わるわらべ
歌を用いた子育て方法を、わらべ歌伝承
者の神谷ひろ子さんがお話しします。
※民間委託園による独自事業です。
a６月14日㈯午前10時～正午
bしもほうや保育園
i６月13日㈮までに、電話で下記へ
jしもほうや保育園（p042－421－6464）

シルバー人材センター
教室・講習会　受講生募集

❖西原学習教室
□科目　小学４～６年生…国語㈫・算数
㈬、中学１～３年生…数学㈪・英語㈪㈬
□入会金　3,000円
□受講料（１教科）　
小学生…3,500円、中学生…3,500円
※詳細は、センターkまたはjへ
iはがきに、住所・氏名・学校名・学年・
電話番号・希望科目を明記し、jへ（随
時受付）
❖東伏見着付け教室
a６月18日・25日㈬午前10時～正午
cゆかたの着付け

b西東京市民会館
e500人（先着順）
j西東京中央総合病院（p042－464－1511）

手話通訳者フォローアップ講座 
受講生募集

　市の登録手話通訳者になるための、全
国手話通訳者統一試験合格対策講座です。
a７月～11月の全８回（20時間）
b障害者総合支援センターフレンドリー
d手話講習会養成クラス修了者または同
等レベルで市の登録手話通訳者を目指す方
g5,000円
i６月16日㈪までに下記へ
※詳細はお問い合わせください。
j西東京市登録手話通訳者の会
（田中p090－6545－7828・l042－
438－2275）

西東京市民会館「展示室」、「プレイルーム」で
日頃の成果を発表しませんか

❖みんなで広げよう展示室の“わ”
a10月１日㈬～11月16日㈰
b展示室
d市内で活動する団体

❖朗読フェスティバルin西東京市民会館
a11月８日㈯・９日㈰・15日㈯・16日㈰
bプレイルーム
d市内で活動する「朗読」「語り」などの団体

iいずれも６月29日㈰午後５時まで
に西東京市民会館へ
※詳細は、当館で配布中の応募要項を
ご覧ください。

※希望団体多数の場合は調整します。
j西東京市民会館
（p042－463－5381）
◆文化振興課o（p042－438－4040）

❖身近な危険物
　一般的に「危険物」と言えばガソリン
や灯油・軽油など燃料類だけと思われ
がちですが、家庭内にも接着剤・アロ
マオイル・防水スプレー・アウトドア
用の燃料や消毒用のアルコールなど、
さまざまなものがあります。
　これらの製品の安易な廃棄や、不適
切な取り扱いによる火災などの事故が
発生しています。
　事故を防ぐには、「危険物」に該当す
る製品の取り扱い上の注意事項をしっ
かりと読み、正しい取り扱いや保管に
努めましょう。

❖セルフ式給油取扱所
　近年、セルフ方式の給油取扱所が増
えています。給油の手順や給油設備の
取り扱いを誤ると、思わぬ事故が発生
することがあります。給油方法がわか
らない時や不安を感じた時は、近くの
従業員に聞いたり、給油設備にあるイ
ンターホンを利用して、正しい給油方
法の説明を受けましょう。また、注ぎ
足し給油はオートストップが作動せず
に、ガソリンがあふれ出す可能性があ
るので絶対にやめましょう。
j西東京消防署（p042－421－0119）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

危険物安全週間 ６月８日㈰～14日㈯

❖身近な危険物 ❖セルフ式給油取扱所

危険物安全週間危険物安全週間
危険物安全標語 危険物  一人一人が  責任者

（作者  田中佑弥さん  練馬区在学）




