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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎  o保谷庁舎

広報

■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　８月19日㈪午前８時30分（★印は、８月５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 ８月27日㈫・28日㈬、９月６日㈮・12日㈭午前９時～正午

o ９月３日㈫・４日㈬・10日㈫・11日㈬午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談
n ★９月	５日㈭ 午前９時～正午

※１枠１時間o ★８月22日㈭

交通事故相談
n 　９月11日㈬

午後１時30分～４時
o ★８月28日㈬

税務相談
n 　９月13日㈮

午後１時30分～４時30分

o 　９月	６日㈮

不動産相談
n 　９月19日㈭

o 　９月12日㈭

登記相談
n 　９月12日㈭

o 　９月19日㈭

表示登記相談
n 　９月12日㈭

o 　９月19日㈭
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o 　９月	９日㈪

行政相談 o 　９月	５日㈭
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o ★９月13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
㈫・㈭p042－425－4972

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
えぽっく
p042－452－0075発達障害相談　※予約制

㈪午後１時～４時15分

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

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 環境保全課
p042－438－4042【電話相談】第３㈮午後１時30分～２時30分

p042－438－4042

宅配事業者からの連絡を
装ったメールにご注意を！

消費生活相談

　宅配事業者からショートメー
ルが届いた。「お客様宛てに荷

物のお届けにあがりましたが不在のた
め持ち帰りました。配送物は下記より
ご確認ください」との文言がありURL
が貼り付けてあった。アクセスし画面
に表示されたアプリをインストールし
たが、宅配事業者の名前をかたるメー
ルとわかったのですぐにアプリは削除
した。しかし、今後、何か被害が発生
するのではないかと不安。

　名前をかたられている大手宅
配事業者はショートメールでの

不在連絡や配達予定のお知らせは行っ
ていないとのことです。
　このようなメールに貼り付けられて

いるURLを開いたりすると、不正なア
プリのインストールを促されます。イ
ンストールすると、コンピューター
ウィルスに感染し、ID・パスワード
などを盗み盗られたり、フィッシング
サイトに誘導されたりし、個人情報を
不正利用されるなどの被害につながり
ます。絶対に開かないでください。
　もしも、URLを開いてしまい、不審
なアプリやサイトが表示された場合に
は直ちに画面を閉じてください。イン
ストールしてしまった場合は、（独）情
報処理推進機構（IPA）セキュリティセ
ンターの情報をもとに、端末の初期化
やパスワードの変更を行ってください。▲

消費者センターop042－425－4040

保谷直売会 夏の収穫祭

a８月23日㈮午後３時～５時（売り切
れ次第終了）
b保谷こもれびホール前
※車での来場はご遠慮ください。
c野菜・花・保谷梨・保谷ぶどうな
ど新鮮な農産物の販売を予定
j JA東京みらい保谷支店
　p042－421－6479

森林環境譲与税シンポジウム＆
ワークショップ 
若返り事業で未来につなぐ
東久留米の自然と地域社会

　武蔵野の雑木林を未来へつなぐため、
未来を担う子どもたちにみどりの若返
りの大切さを教え、実践を分かち合う
ことを目的としています。
a８月25日㈰　※雨天時に内容変更あり
①午前の部：９時30分～11時30分（９
時開場）
②午後の部：１時30分～３時30分
b生涯学習センターまろにえホール
c①都市部の雑木林の若返り、維持・
活用についてのお話
②小学生親子を対象としたワークショップ
i①当日、直接会場へ
②電話・メールで氏名・年齢・住所・
電話番号をjへ
※車での来場はご遠慮ください。
□主催・共催　東久留米市・学校法人
自由学園・一部事務組合多摩六都科学館
□後援　小平・東村山・清瀬・西東京市
j東久留米市役所環境政策課p042－
470－7753・mkankyoseisaku@city.	
higashikurume.lg.jp

西東京創業支援・
経営革新相談センターのご案内

□西東京創業カフェ
a９月２日㈪午前10時～11時30分
bイングビル
c参加者同士の交流・創業支援コー
ディネーターによる創業に関する基礎
知識の情報提供
e10人（申込順）
i�・j ●西東京商工会p042－461－
4573

● 	西東京創業支援・経営革新相談セン
ターp042－461－6611

ご存じですか！ 検察審査会
検察審査員に選ばれたらご協力を

　交通事故・詐欺などの被害に遭った
のに検察官がその事件を裁判にかけて
くれない。このような不服がある場合
に、検察審査会では11人の審査員が
事件の審査をします。審査の申し立て
費用は無料で、秘密は固く守られます。
　審査員は、選挙権がある、20歳以
上の皆さんの中から「くじ」で選ばれま
す。審査員に選ばれた方はご協力をお
願いします。
j立川検察審査会事務局
　p042－845－0292

みんなのパソコン教室（９月）

①無料体験　５日㈭午後１時～４時
②パソコン入門（全４回）
６～27日㈮午前
③ワード初級（全４回）
３～24日㈫午前
④エクセル初級（全４回）

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 ３～24日㈫午後

⑤iPhone入門（全２回）
６・13日㈮午後
⑥Android入門（全２回）
20・27日㈮午後
⑦インターネット（全３回）
６～20日㈮午後
⑧デジカメ（全３回）
13～27日㈮午後
d①②以外は文字入力のできる方
e各10人（申込順）
g②～④8,000円	⑤～⑧各回2,000円
i開始日１週間前までに、往復はが
きで講座名・受講日・住所・氏名・年
齢・電話番号をjへ
b・jシルバー人材センター
〒202－0021東伏見６－１－36
　p042－428－0787

令和２年春入校
防衛医科大学校学生募集

d高卒（見込み含む）で21歳未満の方
□試験日程
●看護学科１次：10月19日㈯
●医学科１次：10月26㈯・27日㈰
□受付期間
９月５日㈭～30日㈪
j自衛隊西東京地域事務所
　p042－463－1981

不動産相談所

a９月７日㈯午前10時～午後４時
bアスタセンターコート
c法律・税務・売買・賃貸など

j（公社）東京都宅地建物取引業協会
北多摩支部　p042－467－3188


