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■専門相談（予約制）
i３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、３月３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

３月24日㈫・25日㈬、４月２日㈭・３日㈮ 午前９時～正午
※４月２日㈭は、人権・身の上相談を兼ねる

o
３月26日㈭は午前９時～正午で、人権・身の上相談を兼ねる
４月１日㈬・７日㈫・８日㈬ 午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n ★4月  2日㈭

午前９時～正午
o ★3月26日㈭

税務相談
n 　3月27日㈮

午後１時30分～４時30分
o 　4月  3日㈮

不動産相談
n 　4月  2日㈭

午後１時30分～４時30分
o 　4月  9日㈭

登記相談
n 　4月  9日㈭

午後１時30分～４時30分
o 　4月16日㈭

表示登記相談
n 　4月  9日㈭

午後１時30分～４時30分
o 　4月16日㈭

交通事故相談
n 　4月  8日㈬

午後１時30分～４時
o ★3月25日㈬

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 n 　4月13日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 n 　4月17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 ★4月  1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 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

シニア対象パソコン教室の
４月受講者募集

①パソコンの始め方と入力　
a２日㈭午後１時～４時　
g無料／i３月23日㈪まで

②パソコン入門講座（全４回）
a３・10・17・24日㈮の午前　
g6,000円／i３月24日㈫まで

③ワード初級講座（全４回）
a７・14・21・28日㈫の午前　
g6,000円／i３月27日㈮まで

④エクセル初級講座（全４回）
a７・14・21・28日㈫の午後
g6,000円／i３月27日㈮まで

⑤パソコンの楽しい活用講座（全４回）
ご自分のパソコンでも受講可。詳細は資
料をご請求ください。
a３・10・17・24日㈮の午後
g１回1,500円（過年に当教室の講座を
受講した方は１回無料）
□共通事項
a�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
d①②以外は文字入力のできる方
e各10人（申込多数の場合は抽選）
i往復はがきに、希望講座名・受講日・
住所・氏名・年齢・電話番号を明記し
jへ
※受講料はテキスト代込み
※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。
●パソコンの「実用講座」、「よろず相談
室」（有料）もあります。詳細は、シルバー
人材センターkをご覧ください。
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）

西原学習教室受講生募集

□科目　小学４～６年生…国語・算数、
中学生…数学・英語
g入会金：3,000円
受講料（１教科）：いずれも3,500円
iはがきに、住所・氏名・学校名・新学
年・電話番号・希望科目を明記しjへ
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）

ボランティア体験デー

　ボランティア活動を始めるきっかけと
して、実際に体験してみませんか。
a３月30日㈪午前９時30分～正午（受
付：午前９時15分）
b保谷東分庁舎
c使用済み切手の整理・手話・車椅子
操作・日本語教室・高齢者疑似体験と介
助など（予定）の体験と、大学生との意見
交換会
e20人（申込順）
g当日ボランティア登録をする方のみ
300～1,400円（ボランティア保険代）
h使用済み切手（お持ちの方のみ）
i３月27日㈮までに、電話・ファクス・
Ｅメールで、住所・氏名・電話番号を添
えてjへ
j西東京ボランティア・市民活動センター
（p042－466－3070　※日曜日、祝日
を除く午前９時～午後５時・l042－
466－3555・m info@nishitokyo-vol.jp）

西東京市地域包括支援センター
運営協議会委員

募集

　地域包括支援センターの適切、公平か
つ中立な運営を確保するために協議を行
います。
□資格・人数　
①介護サービスもしくは介護予防サービ
ス利用者またはその家族・１人　
②介護サービスおよび介護予防サービス
未利用の40歳以上65歳未満の方・１人
③介護サービスおよび介護予防サービス
未利用の65歳以上の方・１人
※いずれも市内在住の方
□任期　６月～平成29年３月31日
□回数　６回程度
□謝礼　１回５,000円
□選考方法　「あなたにとって高齢者が
自立した生活を送るために必要な自助・
共助・公助とは」をテーマにした作文
（800字程度）
i４月15日㈬（必着）までに、作文に住

所・氏名・生年月日・電話番号・該当す
る資格区分（①～③）を明記し、高齢者支
援課（保谷保健福祉総合センター１階）へ
持参
◆高齢者支援課o
（p042－438－4029）

図書館協議会委員

c図書館の運営に関し、館長の諮問に
応ずるなど

□資格・人数　市内在住・在勤・在学の
18歳以上の方・２人
□任期　５月１日～平成29年４月30日
□回数　年６回程度
□報酬　１回1万800円
□選考方法　「これからの西東京市図書
館に期待すること」をテーマにした作文
（1,000字程度）
i３月24日㈫（消印有効）までに、作文
に住所・氏名・生年月日・電話番号を明
記し、〒188－0012南町５－６－11西
東京中央図書館へ郵送または持参
◆中央図書館（p042－465－0823）

寄附

その他

　市政へのご協力をいただき、誠にあり
がとうございました。
✿裏千家教授 和心庵　折元 宗和 様
（10万円）
秘書広報課n（p042－460－9803)

■文化芸術振興推進委員会
a３月24日㈫午後１時30分～２時
bコール田無
c計画中期の取組実施報告
e５人
◆文化振興課o
（p042－438－4040）

傍　聴 審議会など

❖大変困っています。可燃ごみの中に
「ビン・缶」が混入していました！！
　12月19日に本市のごみ・資源物を
処理している「柳泉園組合」で、可燃ご
みの定期調査が実施されました。
　可燃ごみ収集車１台の中に、缶（18
本）・ガラス瓶（９本）・乾電池（３本）・
プラスチック類などが混入していまし
た。除去作業に大変な労力と費用が掛
かっていますので、焼却できない金属
類・ガラス類・皮革製品は、可燃ごみ
に混入しないようご協力をお願いしま
す。

❖大きな発泡スチロール梱
こんぽう
包材に困っ

ていませんか？
　プラスチック系梱包材は、容器包装
プラスチック類になります。市指定収
集袋に入れるルールになっていますが、
「大き過ぎて入らない」「壊して入れる
のは大変」という問い合わせがありま

す。その場合は大きさに見合った指定
収集袋を、発泡スチロールなどにテー
プなどで貼って出してください。

❖西東京市の分別は細かくて大変。
でも全国トップクラスです。
　平成25年度の環境省調査のリデュー
ス（ごみ・資源物排出量）およびリサイ
クル率部門の結果が発表されました。
本市は人口10万人以上50万人未満の
自治体の中でトップクラスとなってい
ます。ごみの減量意識が高い市民の皆
さんへの評価と受け止めています。い
つもご協力ありがとうございます。
リデュース部門

（排出量が少ない）
723.3ｇ

（１人１日当たり）
全国
８位

リサイクル率部門
（資源化率が高い） 35.6％ 全国

９位

◆ごみ減量推進課
（p042－438－4043）

 ごみの出し方 ワンポイント

　日々の暮らしの中で、自分自身のこ
と・家族のこと・職場や学校での人間
関係・パートナーからの暴力など、男
女平等推進センターパリテでは女性を
対象に、悩みなんでも相談を実施して
います。
　予約制で１回の相談時間は50分で
す。専門の女性相談員が一緒に考え、
解決の糸口を探していきます。
　４月からは田無庁舎２階市民相談室
でも出張相談を実施します。それに伴

い、相談実施時間が次のとおり一部変
わります。一人で悩まずご相談ください。
※乳幼児同伴の場合は、パリテのみ保
育が可能です。

i月～金曜日午前９時～午後５時（木
曜日は午後８時まで）に、電話で下記へ
◆男女平等推進センターパリテ
（p042－439－0075）

女性相談をご利用ください

場所 日時
パリテ
（住吉会館
ルピナス）

月～水・金曜日午前10時～
午後４時、木曜日午前10時
～午後８時

田無庁舎
２階

月～水曜日（第４火・水曜
日を除く）午前10時～正午


