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正月朝湯・１月の薬湯

□正月朝湯　a・b１月２日㉁
● ゆパウザ　午前８時～午後１時
● みどり湯　午前８時～午後２時
● 庚申湯　　午前９時～午後２時
● 松の湯　　午前10時～午後７時
※入浴料は通常料金
□薬湯～正月 南天の湯～
南天は「難を転じて福となす」といわれ縁
起が良く、漢方の妙薬として喉・足腰の
痛みなどに良いそうです。
a・b１月８日㈰・上記各公衆浴場
※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）

耐震キャンペーン

①耐震フォーラム
②耐震化個別相談会
a�１月17日㈫ ①午後１時～４時15分  

②午前10時30分～午後１時
b都庁都議会議事堂
e①250人（申込順）  ②30組（申込優先）

③防災体験・耐震改修バスツアー
a１月19日㈭・31日㈫、２月１日㈬の午後
e各20人（申込順）
④建物の耐震改修工法などの展示会
a１月26日㈭午前10時30分～午後５時
b新宿駅西口広場　※入退場自由
i電話・ファクス・Eメールで事務局

（p0120－900－563・l03－5402－
8556・m iwano@festalkanto.co.jp）へ
j東京都都市整備局建築企画課
（p03－5388－3348）

西東京消防少年団員募集

　消防の仕事や火災予防の学習、老人
ホーム慰問などの奉仕活動を通じて、社
会のルールを守る責任感と思いやりの心
を育みます。
d・e市内在住の平成29年度新小学３
年生・５～10人、４年生・５人程度
□活動　a・b原則、毎月１回日曜日
午前８時30分～正午・西東京消防署
g ● 月会費300円　
● 夏季キャンプ費6,000円（参加者のみ）
j事務局（p042－421－0119内線322）

p042－465－0823
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

中  央  

●  にこにこおはなし会　５・19日㈭午前
11時／１～２歳児と保護者

●  サンサンおはなし会　15日㈰午前11時
／３歳児から

●  おはなし会　５・12・19日㈭午後３時
30分／３歳児から

p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時

谷  戸 

●  ちびっこおはなし会　４日㈬午前11時
／１～２歳児と保護者

●  おはなし会　11・25日㈬午後３時30分
／３歳児から

p042－465－9825
火～日　午前10時～午後６時

芝久保

●  おはなし会　５・12・26日㈭午後４時

p042－421－3060
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

 保谷駅前

●  ちいさなおはなしひろば　13・27日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者

●  おはなしひろば　13・27日㈮午後３時
30分／３歳児から

●  おはなしのへや　14・21日㈯午後３時
30分／５歳児～小学３年生

ようこそ としょかんへ 1月
乳幼児～小学生を対象としたおはなし会など、
いろいろな行事を行っています。
お問い合わせは各図書館へ

■専門相談（予約制）　※１枠30分（人権・身の上相談は１時間）
□予約開始　１月４日㈬午前8時30分（★印は、12月20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（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 １月12日㈭・19日㈭・20日㈮・24日㈫ 午前９時～正午
o ★１月11日㈬・17日㈫・18日㈬ 午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談 n 　２月 ２日㈭
午前９時～正午

o 　１月26日㈭

交通事故相談 n ★１月11日㈬
午後１時30分～４時

o 　１月25日㈬

税務相談 n 　１月13日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　１月20日㈮

不動産相談 n 　１月19日㈭
o ★１月12日㈭

登記相談 n ★１月12日㈭
o ★１月19日㈭

表示登記相談 n ★１月12日㈭
o ★１月19日㈭

年金・労災・雇用保険 
人事一般相談 o ★１月16日㈪

行政相談 o ★１月 ５日㈭
相続・遺言・成年後見等
手続相談 n 　２月 １日㈬

■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
p042－464－8240
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

柳  沢

●  ちいさなおはなしひろば　６・13日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者

●  わくわくドキドキ紙芝居　14日㈯午前
11時

●  おはなしひろば　毎週水曜日午後３時
30分／３歳児から

p042－424－0264
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝日　午前10時～午後６時

 ひばりが丘  

●  ちいさなおはなしひろば　６・13・27
日㈮午前11時／１～２歳児と保護者

●  おはなしひろばサタデー　７日㈯午前
11時／３歳児から　

●  おはなしひろば　４・18日㈬午後４時
／３歳児から

児童館・児童センターとの共催行事
●  はじめてのページ　５日㈭午前11時／

下保谷児童センター　
●  新町おはなしひろば　18日㈬午後３時

30分／新町児童館／３歳児から

１日㈷～３日㈫・10日㈫・16日㈪・23日㈪・30日㈪

休館日

※中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書
館は、20日㈮休館
※芝久保・谷戸図書館は、９日㈷休館
※１月16日㈪から、特別整理のため順次休館

　東京消防庁管内に震度６弱以上の地
震や大規模な自然災害が発生した時に
最寄りの消防署などに参集し、東京消
防庁の消防活動を支援する事前登録制
の専門ボランティアです。現在、約１
万7,000人の方が登録しています。
□登録要件　東京消防庁管内在住・在
勤・在学で、次のいずれかに該当する方
●  15歳以上（中学生を除く）で、震災時に

消防支援活動を行う意思がある
●  普通救命講習を習得している、応急

救護に関する知識がある
●  過去に消防職員・消防団員・消防少

年団員として１年以上の経験がある
●  震災などの復旧活動時の支援に必要

な資格（消防設備士・危険物取扱者）
や技術がある

　１月15日～21日は「防災とボラン
ティア週間」です。平成７年１月17日
に発生した阪神・淡路大震災を踏まえ、
災害時における自主的な防災活動やボ
ランティア活動の認識を深め、災害へ
の備えの充実を図ります。

j西東京消防署（p042－421－0119）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

災害時支援ボランティア募集中

　不審者や交通事故などを目撃したら
すぐに110番しましょう。また、110
番通報の約３割は問い合わせや相談事
です。緊急性のない通報は、警察相談
ダイヤル「♯9110」（ダイヤル回線・
一 部IP電 話 はp03－3501－0110）
を利用して、緊急通報の妨げにならな
いようにしましょう。

□こんなときこそ110番通報
事件事故（ひったくり・振り込め詐欺・
不審者・子どもへの声掛け・児童虐待など）
□こんなときは＃9110
問い合わせや心配事の相談（暴力団・
隣人トラブル・家庭内トラブルなど）
j田無警察署（p042－467－0110）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

正しく使おう110番１月10日は
110番の日

第12回 新春わくわく寄席

a１月15日㈰午後１時（正午開場）
f柳家はん治
b・j保谷苑（p042－423－5002）

西東京創業支援・経営革新相談センター

□西東京創業カフェ
a１月13日㈮午前10時～11時30分
bイングビル
c創業コーディネーターによる創業に
関する基礎知識、地元密着型の情報提供
e10人（申込順）
□税務特別相談
a１月27日㈮午後１時～３時（１人１時間まで）
bイングビル
c税務署への提出書類作成や、個人事業
から法人企業への変更などの税理士相談
□ビジネスマッチング交流会
新規営業先の開拓・ビジネスパートナー
の発掘・情報交換など経営の改善に。
a１月27日㈮午後６時～８時
bコール田無
e30事業所（申込順・１事業所２人まで）

g１人につき1,500円
i・j西東京商工会
（p042－461－4573）

職業訓練生徒（４月入校）募集

　都立多摩職業能力開発センター・八王
子校・府中校の入校生を募集します。
i１月10日㈫～２月３日㈮
※募集科目・応募・見学会など詳細は、
各jへお問い合わせください。
j多摩職業能力開発センター（昭島市）
（p042－500－8700）　
八王子校（p042－622－8201）
府中校（p042－367－8201）

無料特設行政相談

a１月13日㈮午前10時～午後５時（受
付４時30分まで）
c登記・都政・相続・税金・国の行政
□主催　総務省関東管区行政評価局
b・j東京総合行政相談所

（西武池袋本店７階行政・法律・くらしの
相談コーナー・p03－3987－0229）




