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消費生活相談 Ｑ＆Ａ
 携帯電話の機種変更をした
際、対象者に「着メロダウン

ロード無料キャンペーン」という
広告メールが来た。無料だから
と思って１曲ダウンロードした
ら３,６００円のパケット通信料が請
求され、驚いた。払わなければ
いけないだろうか？
 相談者が後で確認すると、
「ダウンロードするには別

途通信料がかかる」と表示があ
ったため、支払いはやむを得な
いと納得しています。しかし、
もっと大きくわかりやすく表示
するか、契約の際に詳しく説明
してほしかったという要望があ
りました。
　パケット通信料については、
携帯電話を使い慣れてる多くの
人は、定額料金（使い放題）シス
テムを設定しています。しかし
慣れていない中高年齢層にこの
ような相談が増えています。

Ｑ

Ａ

　また、定額料金を設定してい
ても、パソコンに接続してイン
ターネット利用したパケット料
は定額料金には含まれていない
ため、数十万円以上の請求がき
て慌てるケースもあります。さ
らに、海外での利用も定額料金
の範囲外のケースが多いようで
す。
　携帯電話会社にパケット料金
の周知について要望したとこ
ろ、このような苦情が増えてい
ることから表示の工夫、事前説
明の徹底等、注意喚起に取り組
んでいるとの回答がありまし
た。
　利用する側も、事前に機能、料
金体系、サービスの内容等、充分
に確認する姿勢が必要です。
　詳しくは消費生活相談室へお
問い合わせください。
◆消費者センター消費生活相談
　室　（擦４２５－４０４０）
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 思春期講習会 
～発育障害の対応～

　時 ８月２４日晶午後２時～４時３０分
　場 多摩小平保健所　講堂
※車での来所はご遠慮ください。
　対 思春期の子どもの問題に関心のあ
る方・８０人
講師　石橋　悦子氏
　申 ８月２２日昌までに電話予約
　問 多摩小平保健所保健対策課地域保
健係（札４５０－３１１１）

 ホームヘルパー２級・障害者
（児）ヘルパー２級養成講座

　時 ９月１日松～１２月２０日昭
　場 年輪デイホーム
　定 ２０人　　￥ ７６，８００円
　問 ＮＰＯ法人サポートハウス年輪
（札４６６－２２１６）

格取得を目指します。在学中は俸給お
よび年２回の賞与が支給されます。
□応募資格　１８歳以上２４歳未満で高
校卒業者（見込みを含む）の男女　
□試験日程　１０月１４日掌
□受付期間　９月７日晶～２８日晶
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札４６３－１９８１）

 「安価で信頼できる耐震改修工
法・装置の展示会」の緊急開催

　新潟県中越沖地震を受け、東京都
が選定した木造住宅の耐震改修工
法・装置の事例約15点のパネル・実
物等の展示会を実施します。
　場 東京都議会議事堂１階都政ギャラ
リー 
□期間　8月19日掌～26日掌
　問 都市整備局建築企画課
（札03－5388－3344）

 向台町地域包括支援センター職
員募集

□募集人員
①地域包括支援センター
　非常勤職員　１人（週３日または
５日で１日４時間勤務）
□勤務地　特別養護老人ホームフロ
ーラ田無内（西東京市向台町２－１６
－２２）
□応募資格　介護支援専門員の有資
格者
※詳細はお問い合わせください。
　問 社会福祉法人東京聖新会
（札４６８－２３１１）

■西原町地域包括支援センター職員

□募集人員
①地域包括支援センター
　非常勤職員　１人
□勤務地　西原総合教育施設内（西
原町４－５－６）
□応募資格
地域包括支援センター（非常勤職員）
…介護支援専門員の有資格者
□受付　平成１９年８月１５日昌から
※詳細はお問い合わせください。
　問 社会福祉法人千曲会　健光園
（札４６９－８９４１）

■納涼祭

　バザー、模擬店あり。みんなで盆
踊り。
　時 ８月２６日掌午後１時～６時
※雨天中止
　場 デイサービスいずみ
　問 社会福祉法人　悠遊・伊藤
（札４２４－８１０６）

 平成２０年春入校自衛隊看護学生
募集

　防衛省は、来春に入校の看護学生
の採用試験を実施します。
　自衛隊中央病院高等看護学院で３
年間の教育を受け、看護師の国家資

 公立昭和病院職員募集　　　
　　　(平成２０年４月１日採用）

□募集資格　看護師、助産師（平成
２０年春に免許取得見込みの方・平成
２０年４月１日現在、満４０歳未満の
方）・３０人程度
□選考日　９月８日松または１５日松
　申 採用選考受験申込書（指定様式）
に必要書類を添付し、８月３１日晶ま
でに郵送または持参（８月２７日捷消
印有効）
※申込書は同病院で配布。　HP からダ
ウンロードも可。
　HP http://www.kouritu-showa.jp/
　問 公立昭和病院総務課人事係
（札４６１－００５２内線２２４８）

 シニア対象パソコン教室の　　
９月受講者募集

◎インターネット・メール講座
４日昇／　￥ ４，０００円／　締 ８月２３日昭
◎デジカメ教室　５日昌／　￥ ４，０００
円／　締 ８月２３日昭
◎パソコン入門講座　１１日昇・１２日昌
の２日間／　￥ ７，０００円／　締 ８月２９日昌
◎ワード中級講座　１９日昌・２０日昭
の２日間／　￥ ７，０００円／　締 ９月６日昭
◎ＥＸＣＥＬ中級講座　２５日昇・２７
日昭の２日間／　￥ ７，０００円／　締 ９月
１１日昇／受講料はいずれもテキスト
代込み／　場 シルバー人材センター
／いずれも午前９時３０分～午後４時
　申 往復はがきで、希望講座名・受講
日・住所・氏名・年齢・電話番号を
明記し、申込締切日まで必着。応募
多数の場合は抽選※いずれも１０人／
入門講座以外は文字入力のできる方
対象／西東京市シルバー人材センタ
ー〒２０２－００１３　中町２－１－３
（札４２５－６６１１）

場所日　　　　時内　　　　容

田・保毎週月～金曜日午前８時３０分～午後５時一 般 市 民 相 談

田
８月２８日昇・９月６日昭・７日晶　
午前９時～正午
※９月６日は人権・身の上相談を兼ねる
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８月２３日昭　※午前９時～正午で、人権・身の
上相談を兼ねる
９月４日昇・５日昌・１１日昇
　　　　　　　　　午後１時３０分～４時３０分

田★９月６日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保★８月２３日昭　午前９時～正午

田　８月２４日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　９月７日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　９月６日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保　９月１３日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　９月１３日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保★８月１６日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　９月１３日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保★８月１６日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　９月１２日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保★８月２２日昌　午後１時３０分～４時３０分

保　９月１０日捷　午後１時３０分～４時３０分年金・労災・雇用
保険・人事一般相談

田★８月１７日晶　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

保　９月６日昭　午後１時３０分～４時３０分

保　９月１４日晶　午後１時３０分～４時３０分相続・遺言・成年
後見等手続相談

■専門相談の予約開始　８月１７日晶（★印については、８月３日から受付中）
　相談を希望する庁舎の市民相談室に直接または電話で申し込んでください。
　なお予約開始日には窓口および電話が込み合い、電話がつながりにくくなること
がありますが、ご了承ください。
■予約・問合せ　　　   田…田無庁舎２階市民相談室（札４６０－９８０５）
　　　　　　　　　　   　保…保谷庁舎１階市民相談室（札４３８－４０００）

？お困りのときに無料相談？お困りのときに無料相談！！

　市教育委員会では、市内にお住まいで、ご自身がこれまでに培ってきた知識や
経験、技術を地域やサークル活動、市内小中学校などで役立てたいと考えている
方々の生涯学習指導者（講師・指導者）としての登録を随時受けつけています。
　なお、これらの情報は、社会教育課で閲覧できるよう現在整備を進めています。
　現在活動している団体やサークル、また、新たにサークル活動をはじめようと
する市民の方々が、講師・指導者をお探しになる時等にご利用いただけます。
◇講師・指導者を探すには
　社会教育課で閲覧することができる予定です。ただし、この冊子には講師・指
導者の住所・連絡先は掲載されていません。
◇講師・指導者情報の提供を受けるには
　目的の講師・指導者が見つかりましたら、社会教育課にある「西東京市生涯学習
人材情報提供相談カード」に必要事項を記載して、社会教育課にお申し込みくださ
い。ご利用の目的等を確認させていただき、講師・指導者の連絡先をお知らせします。
◇講師・指導者への依頼をするには
　依頼交渉は、利用者の責任において進めていきます。依頼交渉するにあたって
は、それぞれの指導内容、講師謝金等の条件をよく話し合い、お互いに誤解のな
いよう行ってください。
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

◆『人材（講師・指導者）情報提供』をご利用下さい◆


