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シニア対象パソコン教室（９月）

①パソコンの始め方と入力
a３日㈭午後１時～４時
g無料／i８月24日㈪まで

②パソコン入門講座（全４回）
a４・11・18・25日㈮の午前
g6,000円／i８月24日㈪まで

③ワード中級講座（全４回）
a１・８・15・29日㈫の午前
g6,000円／i８月20日㈭まで

④エクセル中級講座（全４回）
a１・８・15・29日㈫の午後
g6,000円／i８月20日㈭まで

⑤パソコンの楽しい活用講座（月４回）
a４・11・18・25日㈮の午後
g１回1,500円
※詳細は、資料をご請求ください。
□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
j西東京市シルバー人材センター
（〒202－0013中町１－６－８・p042
－425－6611）

柳橋保育園の催し

①園庭開放　
a毎週水曜日午前10時～正午
②ダンス・ピラティス　
a８月20日、９月10日・24日㈭
③子育て支援広場　a８月28日㈮
④離乳食の作り方　a９月18日㈮

□共通事項
d①～③は未就園児と保護者、④は妊
娠中の方・乳児を子育て中の方
i②④は１カ月前から電話でjへ
※詳細は、園k・掲示板をご覧ください。
b・j柳橋保育園（新町１－11－25・
p042－461－3673）

耐震キャンペーン

❖耐震フォーラム
a９月２日㈬午後１時～４時15分
b東京都庁第一本庁舎５階
e500人（申込順）
❖耐震化個別相談会
a９月２日㈬午後１時30分～４時15分
b東京都庁第一本庁舎５階
e55組（申込順）
iいずれも耐震キャンペーン事務局
（p03－4285－8160・l03－5491－
5092・m taishin2015@steward.co.jp）
j東京都都市整備局建築企画課
（p03－5388－3362）

東京大茶会2015

a10月３日㈯・４日㈰午前９時50分～
午後４時10分
b江戸東京たてもの園（小金井公園内）
※茶会当 日は入園無料
g茶席700円（要申込）、野点300円ほか

i茶席は８月31日㈪までに、事務局kから
または往復はがきに希望日（午前または
午後）・人数（２人まで）・住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号を明記しjへ
□主催　東京都ほか

j東京大茶会事務局
（〒105－0004港区新橋３－５－１サン
パウロビル５階・p03－6268－8602）

■専門相談（予約制）
□予約開始　８月19日㈬午前８時30分（★印は、８月５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

８月25日㈫・26日㈬、９月３日㈭・４日㈮ 午前９時～正午
※９月３日㈭は人権・身の上相談を兼ねる

o
８月27日㈭は午前９時～正午で、人権・身の上相談を兼ねる
９月１日㈫・２日㈬・８日㈫ 午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談 n ★9月  3日㈭
午前９時～正午

o ★8月27日㈭

税務相談 n 　8月28日㈮
午後１時30分～４時30分

o 　9月  4日㈮

不動産相談 n 　9月  3日㈭
午後１時30分～４時30分

o 　9月24日㈭

登記相談 n 　9月10日㈭
午後１時30分～４時30分

o 　9月17日㈭

表示登記相談 n 　9月10日㈭
午後１時30分～４時30分

o 　9月17日㈭

交通事故相談 n 　9月  9日㈬
午後１時30分～４時

o ★8月26日㈬
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o 　9月14日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 o 　9月  3日㈭ 午後１時30分～４時30分
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o ★9月11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

市内の空間放射線量測定結果 （８月７日現在）
　市では、市内における放射線の状況を把握するため、市内を２㎞メッシュで
区分し、小中学校・保育園・公園の５カ所と武蔵野大学内（協力）１カ所の合計
６カ所で空間放射線量を測定しています。

※最新の情報は市kでご覧ください。

区分 測定場所 町名 測定日
線量率（マイクロシーベルト／時）

地上１m 地表面
（地上5㎝）

北部 栄小学校 栄町   8月  3日㈪ 0.050 0.055

東部 なかまち保育園 中町   8月  4日㈫ 0.036 0.045

中央部 田無第二中学校 北原町   8月  5日㈬ 0.049 0.052

西部 田無第三中学校 西原町   8月  6日㈭ 0.038 0.040

南西部 田無市民公園 向台町   8月  7日㈮ 0.037 0.035

南部 武蔵野大学（協力） 新町   8月  5日㈬ 0.034 0.036

微小粒子状物質（PM2.5）測定結果 （８月９日現在）

※市kでは、測定結果がリアルタイムで見られるサイトを紹介しています。
 ◆環境保全課（p042－438－4042）

測定日
測定場所

8月
3日㈪

8月
4日㈫

8月
5日㈬

8月
6日㈭

8月
7日㈮

8月
8日㈯

8月
9日㈰

田無町局
（西東京市民会館） 25.6 25.6 13.6 10.9 25.2 22.3 11.8 

下保谷局
（保谷第一小学校） 19.3 22.2 10.8 7.9 19.1 18.1 9.6 

　東京都は、市内２カ所で一般測定局のモニタリング測定をしています。
□１日の平均値（単位：マイクログラム／㎥）

にして必要な電話以外は出ないようにし
たりするなど様子を見るよう助言しまし
た。
　このように消費者センターや国民生活
センターなどを名乗り「個人情報を削除
してあげる」と持ち掛け、さまざまな理
由を付けて金銭を要求してくる相談が多
く報告されています。年金情報流出後は、
日本年金機構をかたり、年金に関連付け
るケースも増えました。
　公的機関がこのような内容で電話をか
けることは絶対にありません。話を聞い
てしまうと相手のペースに乗せられ、実
際に高額を振り込んでしまったケースも
あります。このような電話があったとき
は、相手にせず下記へご相談ください。
◆消費者センターo（p042－425－4040）

　消費者センターを名乗り「あな
たの個人情報が３社に漏れてい

る」「２社は削除できたが１社は代理人を
立てないと削除できない」「代理人を紹介
してあげる」と数回電話があった。その後、
あなたが違法行為に加担したことで刑事
事件になりそうだと言われ、怪しいと思
いそれ以降電話に出ていないが詐欺だろ
うか。

　このケースでは、紹介された代
理人が相談者の名義のまま商品購

入の代金を振り込んだため、相談者に名
義貸しの疑いが掛けられているとの内容
でした。相談者には、これは詐欺の可能
性が高いため、今後は発信者番号通知で
電話番号を確認したり、留守番電話設定

消費生活相談

「個人情報を削除します」の電話

Q

A
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西東京市コスモス商品券販売
一般販売 ９月13日㈰から

　市内における個人消費の拡大と市内
経済の活性化を目的に、西東京市コス
モス商品券（消費喚起・生活支援商品
券）を販売します。販売場所や取扱店
舗などの詳細は、本号と同時配布のチ
ラシをご覧ください。
a９月13日㈰午前10時～午後３時
（完売次第終了。完売しなかったときは、
14日㈪に西東京商工会保谷・田無両
事務所、保谷こもれびホールで販売。
保谷こもれびホールは14日㈪のみ）
□発行総額　６億円
□販売価格　１セット１万円
（500円券×24枚の１万2,000円分）
□購入限度額　１人10万円（10セット）

□有効期限　12月31日㈭
※商品券の転売はおやめください。
　市内各商店会では商品券販売に関連
した売り出しなどのイベントを開催し
ます。詳細は、専用khttp://www.
nishitokyo-cosmos.netをご覧くだ
さい。
j西東京商工会（p042－461－4573）
◆産業振興課o（p042－438－4041）


