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a平成27年1月12日㈷
b保谷こもれびホール

d平成６年４月２日～平成７年４月
１日に生まれ、西東京市の住民基本台
帳に登録されている方
※案内状は12月上旬に発送予定です。
お手元に届かない場合は、右記へご連
絡ください。
※現在、市外在住で参加希望の方は、
案内状を発送しますので、12月19日
㈮までに右記へご連絡ください。
※式典は２回に分けて行います。案内
状の回に不都合がある場合は、希望す
る回にご参加ください。
※庁舎敷地内での飲酒、会場内への酒
類の持ち込み、飲酒者の入場はできま
せん。

※車での来場はご遠慮ください。
◆社会教育課o
（p042－438－4079）

　弁護士などの専門家と市の職員によ
る無料相談会です。相談には６カ国語
の通訳ボランティアが付きます。お気
軽に相談してください。
a12月13日㈯午後１時～３時30分
bきらっと　※当日、直接会場へ
c国際結婚・離婚、ビザ、在留資格、
労働問題、税金、年金、パートナー

からの暴力（ＤＶ）、商品購入のトラ
ブル、生活福祉相談、出産・育児・
教育のことなど

□相談員　
弁護士・行政書士・社会保険労務士・
臨床心理士・女性のためのカウンセ
ラー・消費生活相談員・市職員

□通訳言語　
英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイ
ン語、フランス語、ポルトガル語
※言語は当日変更になる場合があります。
※予約も可。電話でjへ
j西東京市多文化共生センター
（p042－461－0381）
◆文化振興課o（p042－438－4040）

When: Saturday, December 13, 2014 13:00 to 15:30
Where: Second floor, Minamicho Sports & Culture Center “Kiratto” of 
Nishitokyo City (a 3-minute walk from the South Exit of Tanashi Station, 
Seibu Shinjuku Line)
※Please come directly to the venue
 (or you may also make an appointment at the Nishitokyo Multicultural 
Center : 042－461－0381).
※Free consultations with lawyers, municipal administrative officers, social 
insurance experts, clinical psychologists, advisors on women’s affairs and 
on consumer issues, etc. will be made available.
※Feel free to ask experts about any concerns/problems you have and 

get all the information you need (international marriage, divorce, 
accidents, visas, permits, work related, taxes, superannuation, health 
insurance, domestic violence, social welfare, child abuse, family issues, 
women issues, giving birth, raising children, education, health, etc.) 
※The information you will provide will be kept strictly confidential. 
※ Interpretation will be made available in the following languages:　
English, Chinese, Korean, Spanish, French, and Portuguese.
  Some languages may not be available depending on the availability of 
the interpreter on the day.
※If you wish to consult on a specific document, such as an agreement or 
a contract you have, please bring it with you to enable more precise 
consultation.

外国人のためのリレー専門家相談会

Professional Consultations for Foreign Residents

人 権 週 間
　人権週間とは、「世界人権宣言」が
1948年12月10日に国連総会で採
択されたことを記念し定められた
「人権デー（Human Rights Day）」
を最終日とする1週間（12月4日～
10日）」のことです。この期間に、
都内で人権に関するさまざまな催し
が行われます。参加して人権につい
て考える機会にしてみませんか。

●講演と映画の集いin東村山
a12月13日㈯午後１時30分～４
時50分（１時開場）
b東村山市立中央公民館ホール
(西武新宿線東村山駅より徒歩２分）
c①サッカー解説者による講演「スポ
－ツを通じた国際交流～国籍を乗り
越えて～」　②映画「ふたたび　swing 
me again」の上映（日本語字幕付き）
※保育あり（要予約、12月５日㈮午
後５時まで）。手話通訳・要約筆記あり
e435人（先着順）
□主催　東京都人権啓発活動ネット
ワーク協議会・東村山市

●講演と映画の集いin葛飾
a12月17日㈬午後１時30分～５
時15分（１時開場）
bかつしかシンフォニ－ヒルズ モー
ツァルトホ－ル（京成線青砥駅より
徒歩５分）
c①登山家による講演「人生は８合
目からがおもしろい」　②映画「グォ
さんの仮装大賞」の上映
※保育あり（要予約、12月５日㈮午
後５時まで）。手話通訳・要約筆記あり
e770人（先着順）
□主催　東京都人権啓発活動ネットワー
ク協議会・葛飾区・葛飾区教育委員会

□協賛　（公財）東京都人権啓発センター
j東京都総務局人権部人権施策推進課（p03－5388－2588）

都内における事業

●人権パネル展
　国立ハンセン病資料館・多磨全生園
見学会（人権バスハイク）、「人権の花」
運動、子どもたちからの人権メッセー
ジなど、人権に関する資料を展示します。
a12月３日㈬・４日㈭
午前10時～午後４時
b田無庁舎２階展示コーナー
□共催　西東京市人権擁護委員
◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046）

本市における催し

成人式

　体操の元オリンピックメダリス
ト・元日本代表選手を招いてのス
ポーツ体験コーナーや障害者スポー
ツ体験コーナーをはじめ、オリン
ピック○×クイズなどにも参加でき
ます（参加無料）。
a12月23日㈷午前10時～午後２
時（受付：午前９時30分から）
b総合体育館
h動きやすい服装・室内履き・飲
み物・タオル
i事前申込が必要な体験で定員に

空きがある場合は、12月４日㈭か
ら申し込みを受け付けます。スポー
ツセンター・総合体育館・きらっと
のいずれかの窓口へ
※詳細は、各館へお問い合わせください。
jスポーツセンター
（p042－425－0505）
◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

1964年東京オリンピック・パラリンピック50周年記念事業

西東京市ファミリースポーツデー

　地域の中で子どもを預けたい方
（ファミリー会員）、子どもを預かる方
（サポート会員）からなる会員同士の相
互援助活動を行っています。ファミ
リー会員に登録希望の方は出席してく
ださい。
a・b①12月６日㈯・防災センター６階 
②12月18日㈭・田無総合福祉センター
※いずれも午前10時～正午

h保護者の顔写真（縦３㎝×横2.5㎝）
１枚・印鑑・82円切手１枚（会員証郵
送用）・ボールペン
e20人　※保育あり：10人（申込順）
i各回前日の午後５時までにjへ
jファミリー・サポート・センター
事務局（p042－438－4121）
◆子ども家庭支援センター
（p042－425－3303）

ファミリー・サポート・センター
ファミリー会員登録説明会

□受付　午前９時30分
□アトラクション　午前10時
□式典　午前10時15分
□対象　田無第一中学校・保谷中学校・
柳沢中学校・田無第四中学校の学区域
在住者

第1回
□受付　午前11時30分
□アトラクション　正午
□式典　午後0時15分
□対象　田無第二中学校・ひばりが丘
中学校・田無第三中学校・青嵐中学校・
明保中学校の学区域在住者

第2回

式典に参加する新成人の皆さん
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◆スポーツ振興課o
042－438－4081）


