平成27年５月１日号

お役立ちガイド
５月の薬湯

〜菖蒲湯〜

他 機 関 か ら の お 知 ら せ

第１回 西東京商工まつり

子どもの頭に菖蒲を巻いて湯に入れる
と健やかに育つと言われている、５月の
風物詩です。
a ５月５日㈷
b 庚申湯・松の湯・みどり湯・ゆパウザ
※小学生以下…入浴無料
（保護者同伴）
65歳以上の方…午後４時〜６時のみ入
浴無料
j 西東京市公衆浴場会
（庚申湯p 042−465−0261）

a ５月９日㈯午前10時〜午後４時・

西東京創業支援・
経営革新相談センターのご案内

時30分 ※雨天決行
❖バザー物品提供のお願い
□品目 台所用品・雑貨・夏物衣類・お
もちゃ・古本・CDなど
※台所用品・衣類は新品のみ
□受付期限 ５月29日㈮
※詳細は、お問い合わせください。
b・j ほうや福祉作業所（ひばりが丘３−
１−23・p 042−461−9816）

❖特別相談
（要予約）
中小企業診断士などが、創業・経営全
般の悩みや相談に個別対応します。
❖人材育成セミナー
（要予約）
a ５月12日㈫午後２時〜５時
b イングビル
c「創業者・若手社員向け 現場で即実
践できる！好感度UPビジネスマナーセ
ミナー」
e 30人（予定・申込順）
❖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、経営診断と
創業計画書の作成が必要です。ご予定の
ある方はお問い合わせください。
j 西東京創業支援・経営革新相談セン
ター（p 042−461−6611）

10日㈰午前10時〜午後３時30分
b 文理台公園
c 市内商工業の取扱商品の展示・販売、
ステージ
（一店逸品クイズ・キッズダン
ス・のど自慢）、起震車など
j 西東京商工会（p 042−461−4573）

地域ふれあいバザー

a ６ 月13日 ㈯ 午 前10時30分 〜 午 後 ２

生涯学習講座

a ５月13日㈬午後１時〜２時30分
b 武蔵野大学 三鷹サテライト教室（JR

三鷹駅北口徒歩１分）
c「自転車安全問題を考えましょう！あっ、
危ない！と思ったことはありませんか？」
i 電話・ファクス・Eメールでj へ
※大学k からも申し込み可

j 武蔵野大学社会連携センター
（p 042−468−3222・l 042−468−
3211・m lifelong@musashino-u.ac.jp）
看護の日イベント

西東京 春の健康まつり

a ５月13日㈬午前11時〜午後２時
b・j 西東京中央総合病院（芝久保町２
−４−19・p 042−464−1511）

春の南沢フェスティバル

a ５月24日㈰午前10時〜午後４時（受

付：午後３時まで）
c ポニーの乗馬・紙工作教室・ネイチャー
スタンプラリー・ミニコンサートなど
※詳細は、自由学園k をご覧ください。
b・j 自由学園（東久留米市学園町１−
８−15・p 042−428−2123）

ウメ輪紋ウイルスの調査

❖ウメ輪紋ウイルス
農林水産省と都の職員（職員証持参）
感染すると、成熟前に果実が落下す
が、５月13日㈬〜19日㈫の間、市内
るなど、農業生産への影響が懸念され
でウメ・モモなどの調査を行います。
ます。なお、ヒトや動物には感染しま
ウイルス感染の疑いがある場合、所有
せん。
者のご了解のうえ葉を採取しますので、 j 東京都農業振興事務所緊急防除対
ご協力をお願いします。
策担当
（p 042−548−4881）

河川整備計画
（変更）
に対する意見募集
都では、石神井川の河川整備計画
（変更原案）を作成しましたので、皆さ
んのご意見を募集します。
□閲覧場所 下水道課
（保谷庁舎５階）
・
東京都建設局河川部・東京都北多摩南
部建設事務所
※東京都建設局k からも閲覧可
□提出方法 ５月28日㈭までに、閲

覧場所にある意見箱への投函または郵
送・ファクス・Eメールでj へ
※電話による意見提出は不可
j 東京都建設局河川部計画課（〒163−
8001新宿区西新宿２−８−１・p 03
− 5320 − 5414・ l 03 − 5388 −
1533・m S0000384@section.metro.
tokyo.jp）

無料市民相談
■一般市民相談

■そのほかの相談
場所

市民相談室

日時

n・o

月〜金曜日

午前８時30分〜午後５時
教育相談

■専門相談
（予約制）

□予約開始 ５月８日㈮午前８時30分（★印は、４月17日から受付中）
□予約方法 希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
※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（p 042−460−9805）
保谷庁舎１階市民相談室 o
（p 042−438−4000）
内容
法律相談

場所

n

５月15日㈮・21日㈭・26日㈫ 午前９時〜正午

o

★５月13日㈬・19日㈫・20日㈬ 午後１時30分〜４時30分
６月 ４日㈭

o

５月28日㈭

n

★５月 ８日㈮・
22日㈮

o

５月15日㈮

n

５月21日㈭

o

★５月14日㈭

n

★５月14日㈭

o

★５月21日㈭

n

★５月14日㈭

o

★５月21日㈭

n

★５月13日㈬

o

５月27日㈬

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談

o

★５月11日㈪

午後１時30分〜４時30分

行政相談

o

★５月 ７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

６月 ３日㈬

午後１時30分〜４時30分

税務相談

不動産相談

登記相談

表示登記相談

交通事故相談

不登校
ひきこもり
相談

日時

n

人権・身の上相談

内容

月〜金曜日 午前９時〜午後５時／
保谷庁舎４階・田無庁舎５階 ※予約制
【電話相談】月〜金曜日 午前９時〜午後５時
（p 042−425−4972）
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）

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（p 042−452−2244）
火・木曜日（p 042−438−4077）
月〜土曜日 午前９時〜午後４時
子ども家庭支援センター
※土曜日は電話相談のみ（正午〜午後１時を除く）／
（p042−439−0081）
子ども家庭支援センター（住吉会館ルピナス）

ひとり親相談

月〜金曜日 午前９時〜午後４時／
子育て支援課（田無庁舎１階） ※予約制

女性相談

①月〜水・金曜日 午前10時〜午後４時
木曜日 午前10時〜午後８時／男女平等推進セ 男女平等推進センター
ンターパリテ（住吉会館ルピナス）
（ 042−439−0075）
②月〜水曜日（第４火・水曜日を除く）午前10時〜 p
正午／田無庁舎２階 ※いずれも予約制

生活相談

月〜金曜日 午前８時30分〜午後５時／
生活福祉課（両庁舎１階）

生活福祉課
n（p042−460−9836）
o（p042−438−4027）

生活困窮者相談

月〜金曜日 午前８時30分〜午後５時／
生活サポート相談窓口（保谷庁舎１階）

生活福祉課 o
（p 042−438−4023）

午後１時30分〜４時30分

障害の種別を問わない相談
月〜土曜日 午前９時〜午後６時

午後１時30分〜４時30分
障害福祉相談
午後１時30分〜４時30分

午後１時30分〜４時

問い合わせ

子供家庭相談

午前９時〜正午

午後１時30分〜４時30分

日時／場所

発達障害相談 ※予約制
月曜日
午前９時〜正午

子育て支援課 n
（p042−460−9840）

相談支援センター・
えぽっく
（p042−452−0075）

いずれも、相談支援センター・えぽっく
（フレンドリー）

多文化共生センター
（p042−461−0381）

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）

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 ※５月７日㈭以降は保谷庁舎３階
（p042−425−4040）
※予約制

住宅増改築
相談

５月８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

第３金曜日 午後１時30分〜２時30分／

環境保全課
（p042−438−4042）

（西東京市獣医師会） 田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１階ロビー

団体向けに
「いこいーな」の着ぐるみの貸し出しを行っています。詳細は、お問い合わせください。

◆企画政策課 n
（p 042−460−9800）
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