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■専門相談（予約制）
i７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、６月17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 ７月10日㈭・17日㈭・18日㈮・22日㈫ 午前９時～正午

o ７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 　8月  7日㈭
午前9時～正午

o 　7月24日㈭

税務相談 n 　7月11日㈮
午後1時30分～4時30分

o 　7月18日㈮

不動産相談 n 　7月17日㈭
午後1時30分～4時30分

o ★7月10日㈭

登記相談 n ★7月10日㈭
午後1時30分～4時30分

o ★7月17日㈭

表示登記相談 n ★7月10日㈭
午後1時30分～4時30分

o ★7月17日㈭

交通事故相談 n ★7月  9日㈬
午後1時30分～4時

o 　7月23日㈬
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o ★7月14日㈪ 午後1時30分～4時30分

行政相談 o ★7月  3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 　8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

無料市民相談

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

今月の薬湯　～桃の葉湯～

　あせも、虫刺され、ニキビ、吹き出物
に効果があるといわれる薬湯です。
a７月６日㈰
b庚申湯・松の湯・みどり湯・ゆパウザ
※小学生以下は入浴無料（保護者同伴）
j西東京市公衆浴場会
（庚申湯p042－465－0261）

西東京創業支援・
経営革新相談センター

❖特別相談（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、すでに事業を営んでいる方
のため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。
❖起業･創業希望者向けの基礎セミナー
（無料・要予約）
a７月31日㈭　午後７時～９時
bイングビル３階
c起業・創業までの流れをはじめ、創
業希望者が準備の段階で絶対に押さえて
おきたい事項や、資金調達のための市の
融資制度、補助事業について説明します。
dこれから起業・創業を考えている方、
創業に興味のある方
e20人（先着順）
❖創業資金融資あっせん制度事前診断
　創業資金融資あっせん制度をお申し込
みの際には、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）
※詳細は、センターkでご確認ください。
j西東京商工会（p042－424－3600）

代・募金など　※申し込み時に支払い）
プレー代１万6,500円（昼食（飲み物別）・
乗用カート代など　※当日支払い）
□競技方法　18ホールストロークプレー
（新ぺリア方式）
i７月15日㈫から市内ゴルフ練習場などへ
j社会福祉協議会（p042－438－3774）

柳橋保育園の催し

①園庭開放
a毎週水曜日午前10時～午後３時
②ダンスとピラティス
a７月10日・24日㈭
③子育て支援広場
a７月４日・18日㈮（予定）
□共通事項
d未就園児と保護者
i②③は１カ月前より電話で下記へ
※詳細は、園kでご確認ください。
j柳橋保育園
（p042－461－3673）

西東京市社会福祉協議会 事業案内

❖受験生チャレンジ支援貸付事業
　学習塾など受講料、受験料を無利子で
貸し付けることで、一定所得以下の世帯
の子どもへの支援を行います。高校・大
学などへ入学した場合は、申請により返
済が免除されます。
□学習塾など受講料貸付限度額
中学３年生・高校３年生…20万円
□受験料貸付限度額
中学３年生…２万7,400円
高校３年生…10万5,000円
d市内在住世帯の生計の中心者
※課税所得や預貯金などの申込要件あり
※詳細は、協議会kでご確認ください。
i・j社会福祉協議会（p042－422－
2010）
❖第三次西東京市地域福祉活動計画おひ
ろめ会
　社会福祉協議会では、市民の皆さんと
福祉のまちづくりを推進するための計画
を策定しました。
a７月６日㈰午後２時～５時
b田無総合福祉センター
c計画策定の報告、先進地区の事例報告、
分科会ごとのディスカッション
e100人（申込順）
i電話・ファクスで、氏名・電話番号・
参加したい分科会（①居場所づくり　②
人を見つける、育成する　③情報につい
て）を添えて下記へ
j社会福祉協議会（p042－438－3774・
l042－438－3772）
❖第15回チャリティー・市民ゴルフ大会
　地域福祉事業推進のための財源づくり
を目的として開催します。
a９月９日㈫　※雨天決行
b西武園ゴルフ場(所沢市荒幡1464)
g参加費4,000円（パーティー代・賞品

都立田無特別支援学校　夏まつり

a７月12日㈯午後４時～６時
b田無特別支援学校（南町５－15－５）
c模擬店・ダンスパフォーマンス・和
太鼓・バンド演奏・作業製品販売など

j田無特別支援学校（p042－463－6262）

教養講座 源氏物語の面白さを味わ
う～講話と朗読～

a７月12日㈯午後１時30分（１時開場）
※午前11時30分から整理券配布
b武蔵野大学（新町１－１－20）
e500人（先着順）
j武蔵野大学（p042－468－8492）

公開講座 前立腺がん検診のススメ

a７月12日㈯午後２時～３時
b・j西東京中央総合病院（芝久保町２
－４－19・p042－464－1511）

　夏の遊びの一つとして、線香花火やねずみ花火などのおもちゃ花
火が楽しまれています。しかし、「おもちゃ」といっても原料は火薬
であり危険が伴います。毎年、誤った取扱方法による事故が絶えません。
　花火による事故をなくすために、次のことによく注意して正しく遊びましょう。
□花火による火災を防ぐ10のポイント
①花火に書いてある注意事項をよく読ん
で必ず守りましょう。　
②花火を人や家に向けたり、燃えやすい
物のある場所で使用しないようにしま
しょう。　
③風の強い時は、花火で遊ばないように
しましょう。　
④必ず水の入ったバケツを用意しましょ
う。　
⑤遊び終わった花火は、必ずバケツの水
につけて、残り火を完全に消しましょう。
　

⑥子どもたちだけでなく、大人と一緒に
遊びましょう。　
⑦一度にたくさんの花火に火を付けない
ようにしましょう。　
⑧正しい位置に、正しい方法で点火しま
しょう。　
⑨吹き出し、打ち上げなどの筒もの花火
は、途中で火が消えても筒をのぞいては
いけません。　
⑩絶対に花火をほぐして遊んではいけま
せん。
j西東京消防署（p042－421－0119）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

花火による事故を防ごう！

 ごみの出し方 ワンポイント
外国人用ごみ・
資源物収集カレンダー
（概要版）ができました
　市内在住の外国人の方にもごみの適
正排出やごみの減量・資源化をお願い
するため、ごみ・資源物の分け方・出
し方、収集日などが掲載されたチラシ
（英語・韓国語・中国語版）を作成しま
した。両庁舎・エコプラザ西東京・各
出張所で配布しています。

分別の仕方がわかる！
ごみ分別辞典（50音順）が
できました
　市では、地球温暖化防止（CO２削減）
や地球にやさしい環境づくりのため、
ごみの減量・資源化を推進する分別を
市民の皆さんにお願いしています。そ
の結果、ごみの排出量・資源化率で全
国トップレベルの水準を維持しています。
　しかし、商品の多様化、材質の複雑
化により「分別が分からない」という声
も多く寄せられていたため、このたび
「ごみ分別辞典」を作成しました。市内

24カ所のごみ・資源物収集カレンダー
が置いてある公共施設で配布していま
すのでご活用ください。

ごみ分別アプリステッカーを
ご利用ください
　市では、ごみの分け方・出し方、収集
日などを検索できる、「ごみ分別アプリ」
を配信しています（i

アイフォーン

Phone・A
ア ン ド ロ イ ド

ndroid
対応）。そのQRコードが印刷されたス
テッカーを無料で配布していますので、
集合住宅や管理会社などでご活用くだ
さい。

◆ごみ減量推進課
　（p042－438－4043)

見 本
ごみ分別アプリ
ステッカー




