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■専門相談（申込制）　※１枠30分　※専門家が一緒に解決の糸口を探します。
□申込開始　５月７日㈪午前８時30分（★印は、４月18日から受付中）
□申込方法　希望する庁舎の市民相談室へ直接または電話
※申込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np042－460－9805
	 保谷庁舎１階市民相談室op042－438－4000

内容 場所 日時

法律相談
n 18日㈮、22日㈫午前９時～正午

o ５月９日㈬、15日㈫午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n 　６月	７日㈭ 午前９時～正午

※１枠１時間o 　５月24日㈭

交通事故相談
n ★５月	９日㈬

午後１時30分～４時
o 　５月23日㈬

税務相談
n 　５月11日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　５月25日㈮

不動産相談
n ★５月17日㈭

o ★５月10日㈭

登記相談
n ★５月10日㈭

o ★５月17日㈭

表示登記相談
n ★５月10日㈭

o ★５月17日㈭
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o ★５月14日㈪

行政相談 o ★５月24日㈭
相続・遺言・
成年後見等手続相談 n 　６月	６日㈬

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室　n・o ㈪～㈮　午前８時30分～午後５時

無料市民相談
■そのほかの相談

内容 日時／場所 問い合わせ

教育相談
平日午前９時～午後５時／
保谷庁舎４階・田無庁舎５階　※予約制

教育支援課o
p042－438－4077

【電話相談】平日午前９時～午後５時
p042－425－4972

不登校
ひきこもり
相談

㈪・㈬・㈮午前９時～午後５時／
Nicomoルーム（西原総合教育施設）
【電話相談】午前９時～午後５時
㈪・㈬・㈮p042－452－2244
㈫・㈭p042－438－4077

子供家庭相談
㈪～㈯午前９時～午後４時　
※㈯は電話相談のみ（正午～午後１時を除く）／
子ども家庭支援センター（住吉会館ルピナス）

子ども家庭支援センター
p042－439－0081

ひとり親相談 平日午前９時～午後４時　
※予約制 子育て支援課

（田無庁舎１階）
子育て支援課n
p042－460－9840ひとり親就業

相談
㈪～㈬・㈮午前10時～午後４時
※予約優先

女性相談
●平日午前10時～午後４時（㈭は８時まで）／
　男女平等推進センター（住吉会館ルピナス）
● 	㈪～㈬（第４㈫・㈬を除く）午前10時～正午
／田無庁舎２階　※いずれも予約制

男女平等推進センター
p042－439－0075

生活保護相談
平日午前８時30分～午後５時

生活福祉課
（両庁舎１階）

生活福祉課
np042－460－9836
op042－438－4027
生活サポート相談o
p042－438－4023

生活困窮者
相談

生活サポート
相談窓口

（保谷庁舎１階）

障害福祉相談
障害の種別を問わない相談
㈪～㈯午前９時～午後６時 相談支援

センター
（フレンドリー）

相談支援センター
p042－452－0075発達障害相談　※予約制

㈪午前９時～正午
外国人相談 平日午前10時～午後４時／

多文化共生センター（イングビル）
多文化共生センター
p042－461－0381

消費生活相談 平日午前10時～正午・午後１時～４時／
消費者センター（保谷庁舎３階）　※予約制

消費者センターo
p042－425－4040

住宅増改築
相談

第１㈮午後１時30分～４時／奇数月：保谷
庁舎１階ロビー、偶数月：田無庁舎２階ロビー
※㈷の場合は第２㈮

住宅課o
p042－438－4052

動物相談
（西東京市獣医師会）

第３㈮午後１時30分～２時30分／
田無庁舎２階ロビー・保谷庁舎１階ロビー

環境保全課
p042－438－4042

農と食の体験塾「大豆編」塾生募集

　東大生態調和農学機構（旧東大農場）
で大豆の栽培・味の評価・調理や加工
を体験し、講義を通して｢生態調和型
農業」「東京在来大豆」「多様な市民が集
える場としての農のあり方」などにつ
いて考えます。
a・c５月29日㈫、および平日昼間
10回程度・農作業・講義
b東大生態調和農学機構（旧東大農場）
d18歳以上で６回以上参加できる方
（農作業経験不問）
e30人（申込多数は抽選）
g3,000円
i５月19日㈯（必着）までに、jのkから

またははがきで「農と食の体験塾」・住

所・氏名・年齢・性別・電話番号・メー
ルアドレスをjへ
□主催　実行委員会（東京大学生態調
和農学機構・多摩六都科学館・市民）
j多摩六都科学館
　p042－469－6100
　�〒188－0014芝久保町５－10－64

西東京創業支援・
経営革新相談センターのご案内

□特別相談（要予約）
中小企業診断士などが個別に創業・経
営全般の相談に乗ります。
□西東京創業カフェ
a５月11日㈮午前10時～11時30分
bイングビル

お役立ちガイド※iマークがないものは、当日、直接会場へ
他機関からのお知らせ c創業を考えている方や、創業したて

の方が抱える課題についてのグループ
ディスカッションなど

e10人（申込順）
□創業資金融資あっせん制度事前診断
制度のご利用には、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。詳細は、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p042－461－6611

特設行政相談

a５月17日㈭午前10時～午後５時
（受付４時30分まで）
c登記・情報通信・相続・税金・国
の行政に関する相談
b・j東京総合行政相談所
西武池袋本店７階くらしの相談コー
ナーp03－3987－0229

ボランティア養成講座
～子どもたちと和太鼓を楽しむ～

a ●６月30日㈯午前９時～午後３時
●７月７日㈯午前９時～午後３時
●21日㈯午後１時～６時
c肢体不自由児への理解を深めるなど

e・g30人・90円（保険料）

i６月８日㈮（必着）までに、はがき
またはファクスで講座名・住所・氏

ふり

名
がな

・生年月日・電話番号・学校名（高
校生の方）をjへ
b・j都立大泉特別支援学校〒178－
0061練馬区大泉学園町９－３－１・p03
－3921－1381・l03－3921－1316

市民公開講座

c�・a ●高血圧とのおつきあい「高血
圧の症状・検査・治療について」・
５月11日㈮午前10時～11時

●	市民栄養教室「低栄養はなぜ問題
か？」・５月12日㈯午前10時30分
～11時30分
b・j佐々総合病院　
　p042－461－1535（j広報室）

c�●抗生物質（抗菌薬）との上手な付
きあい方

●	泌尿器がん（前立腺がん・膀胱がん・
腎がん）について

●大腸がんの早期診断と治療
a５月19日㈯午後２時30分～４時
b東大和市民会館ハミングホール（東
大和市）　
j公立昭和病院
　p042－461－0052（内線2171）

自転車安全利用五則
①車道が原則、歩道は例外
13歳未満の子どもや70歳以上の高
齢者など以外は、標識がある場合や
車道が危険な場合などを除き歩道の
走行禁止
②車道は左側を通行
自転車レーンや路側帯があっても右
側通行は禁止
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道上では、歩行者の通行を妨害禁止
④安全ルールを守る
●夜間のライト点灯　●交差点での
信号順守と一時停止および安全確認
を●飲酒運転・二人乗り・並進・イ
ヤホンや携帯電話の使用・傘差し運
転は禁止
⑤子どもは安全のため必ずヘルメッ
トを着用

自転車ナビマーク
　道路の左側に表示されている「自
転車ナビマーク」は、専用通行帯と
しての交通規制ではありませんが、
自転車の通行、進行方向を明示する
法定外の道路表示です。自転車は「自
転車ナビマーク」の矢印の方向に進
行してください。

自転車利用者の方へ
　「自転車ナビマーク」には「自転車
優先」などの意味はありません。設
置路線でも自動車や歩行者に十分注
意して運転してください。

ドライバーの方へ
　自転車ナビマークを見かけたら、
自転車は車両であり車道の左側を走
行することを認識し、十分注意して
ください。▲

道路管理課op042－438－4055

自転車安全利用TOKYOキャンペーン ５月１日㈫～31日㈭

　振り込め詐欺の犯人が市役所や警
察署、大手百貨店などをかたって掛
けてくるウソの電話のことです。今
年３月までの田無警察署への通報件
数は129件ですが、実際にはさらに
多く掛かってきています。詐欺の手
口を知っている人でも、電話を受け
ると動揺し、だまされてしまいます。
不審な電話を受けたらすぐに電話を
切り、110番通報してください。

□詐欺被害者の声
● 	息子と犯人の声くらい区別がつく
と思っていたが、全然分からな
かった

●	裁判になると言われ、気が動転し
てしまった

●	振り込め詐欺は、他人事だと思っ
ていた

●	一人で判断しないで誰かに相談す
ればよかった

j田無警察署p042－467－0110

▲

危機管理室op042－438－4010

振り込め詐欺の予兆電話

≪西東京消防署からのお知らせ≫　「今すぐやろう！防災訓練」　尊い生命と財産を自助・共助で守りましょう。


