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歳未満の男女
□第一次試験　９月19日晶
□受付期間　８月１日晶～９月５日晶
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札463ー 1981）

■どろんこ作業所から

興運転手募集
□業種　障害者通所施設の送迎運転
手
□勤務時間　午前９時～１０時３０分
□勤務日　月～木曜日、土曜日
□送迎範囲　市内および近隣市
□賃金　時給１,０００円（交通費別途支給）
□応募方法　履歴書を持参のうえ、
面接。
　問 どろんこ作業所（札４６１－８３６４）

■保谷苑から

興第１０回保谷苑夏まつり
　時 ８月２日松午後４時３０分
　問 保谷苑（札４２３－５００２）

■都立田無特別支援学校から

興田無特別支援学校夏まつり
　時 ７月１９日松午後４時～６時３０分
　場 田無特別支援学校、体育館
　内 模擬店、太鼓、ブラスバンド演奏、
作品販売な

ど

　問 都立田無特別支援学校
（札４６３－６２６２）

■健康づくり調理師研修会

　時 ①７月２９日昇・８月５日昇
②８月２７日昌・９月３日昌
各日午後２時～４時
　場 多摩小平保健所
　対 調理業務従事者
　￥ ５００円
　申 ①は７月２５日晶までに、②は８月
２２日晶までに電話で申し込みを。
　問 多摩小平保健所（札４５０－３１１１）

②８月５日昇午後７時～９時・コー
ル田無　※詳しくは、お問い合わせを。
　問 東京都環境局都市地球環境部環境
影響評価課（札０３－５３８８－３４４０）

■「メールけいしちょう」への登録を！

興「メールけいしちょう」の特徴
①事件などの情報をタイムリーに提
供　②事件などの発生場所付近を地
図情報でも配信　③配信した事件や
不審者情報に対して、登録者からの情報
提供が可能　④個人の携帯電話やパ
ソコンから簡単に登録手続きが可能
　⑤登録者は、配信情報を自由に選
択が可能
興利用者登録・更新・削除（退会）
　それぞれ下記のメールアドレスに
空メールを送信すると、操作案内メ
ールが自動返信されます。
□配信登録　
touroku@info.keishicho.metro.tokyo.jp
□登録更新
koushin@info.keishicho.metro.tokyo.jp
□削除（退会）　
sakujo@info.keishicho.metro.tokyo.jp
詳しくは、警視庁　HP  http://www.
keishicho.metro.tokyo.jpへ
　問 警視庁犯罪抑止対策本部犯罪抑止
情報担当（札０３－３５８１－４３２１廠）

 平成２１年春採用航空学生（パイ
ロット）募集

□応募資格　来春18歳高卒以上21

 シニア対象パソコン教室の　　
８月受講者募集

興パソコンの始め方と入力　①４日
捷　②２６日昇２回実施／　￥ 無料／
　締 ①７月２４日昭 ②８月１４日昭　興
インターネット・メール講座　６日
昌／　￥ ４,000円／　締 ７月２５日晶　興
デジカメ教室　７日昭／　￥ ４,000円
／　締 ７月２５日晶　興パソコン入門
講座　１９日昇・２０日昌の２日間／　￥ 
７,000円／　締 ８月６日昌　興ＥＸＣ
ＥＬ中級講座　２７日昌・２８日昭の２
日間／　￥ ７,000円／　締 ８月１４日昭
（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※各１０人。受
講料はいずれもテキスト代込み。パ
ソコンの始め方と入力および入門講
座以外は文字入力のできる方対象
　問 西東京市シルバー人材センター
（〒２０２－００１３　中町２ー１ー３・
　札４２５ー６６１１）

 「イオン東久留米ショッピングセン
ター（仮称）建築事業」について

興環境影響評価書案の縦覧・閲覧
□縦覧・閲覧期間　７月２３日昌～８
月２１日昭（閉庁日を除く）午前９時
３０分～午後４時３０分
□縦覧場所
　環境保全課（エコプラザ西東京）・
東京都環境影響評価課（都庁第二本
庁舎８階）・東京都多摩環境事務所管
理課（立川合同庁舎４階）
□閲覧場所　両庁舎情報公開コーナ
ー、谷戸図書館、ひばりが丘図書館
興意見書の提出
□提出期間　７月２３日昌～９月５日晶
□提出方法　事業名・住所・氏名・
「環境保全の見地からの意見」を記
載し、〒１６３－８００１ 新宿区西新宿２
－８－１都庁第二庁舎８階環境影響
評価課へ郵送（消印有効）
興住民説明会
□第１回
　時 ・　場 ①８月２日松午後２時～４時・
東久留米市西部地域センタ－　　　

■社会福祉協議会から

尚臨時職員募集庄
興田無障害者福祉センター生活介護
事業
□勤務場所　田無町５－５－１２
□職種・人員
①生活支援員・若干名
□勤務日数・時間
①週５日・午前９時～午後５時
（実働７時間）※社会保険制度あり
（実働６時間）※時間要相談
　問 田無障害者福祉センター・中島
（札４６６－１６９０）
興保谷障害者福祉センター
□勤務場所　保谷町１－６－２０
□職種・人員　地域活動支援センタ
ー支援員・１人
□勤務日数・時間　週５日・午前９
時～午後５時（実働７時間）※社会
保険制度あり
　問 保谷障害者福祉センター・小川
　（札４６３－９８６１）
興共通事項
□契約期間　８月１日晶～平成２１年
３月３１日昇
□更新有り
□選考試験　１次書類選考、２次面接
□応募方法　希望する施設へ履歴書
を直接持参または郵送
尚第７回西東京市チャリティー・市
民ゴルフ大会参加者募集庄
　時 １０月８日昌
□雨天決行
　場 西武園ゴルフ場
（札０４－２９２５－８１１１）
　￥ ４，０００円（パーティー代、賞品代、
チャリティーを含む）
※プレーフィ１６，５００円（昼食代、キャ
ディーフィー、乗用カート代込み）
□競技方法　１８ホールストロークプ
レイ（新ぺリア方式）
　定 １２０人
□申込期間　７月１日から募集中
尚～地域の活動拠点～フラワー通り
ふれまちルーム！３周年写真展庄
　時 ７月３１日昭までの月・火・木曜日
午後１時～４時３０分
　場 泉町１－１１－１４上宿ビル１階
　問 社会福祉協議会（札４３８－３７７１）
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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
７月２３日昌・８月１日晶・７日昭・１４日昭
午前９時～正午
※８月７日昭は人権・身の上相談を兼ねる

法 律 相 談

専
門
相
談
（
予
約
制
）

保
８月５日昇・６日昌・１２日昇
午後１時３０分～４時３０分
※８月５日昇は女性弁護士による相談

田★８月７日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保★７月２４日昭　午前９時～正午

田　８月８日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　８月１日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　８月７日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保　８月１４日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　８月１４日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保　８月２１日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　８月１４日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保　８月２１日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　８月１３日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保★７月２３日昌　午後１時３０分～４時３０分

田　８月１１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★７月１８日晶　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

保　８月７日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★８月６日昌　午後１時３０分～４時３０分相続・遺言・成年
後見等手続相談

？お困りのときに無料相談？お困りのときに無料相談！！
■専門相談の予約開始　７月１８日晶午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、７月４日晶から受付中）
　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・問い合わせ  　田 …田無庁舎２階市民相談室（札４６０－９８０５）　　　　　　
 円円円円円円円円円円 　保 …保谷庁舎１階市民相談室（札４３８－４０００）　　　　　　

 繁華街を歩いていて、「無料
で肌の診断する」と呼び止め

られた。興味があったので店に行
ったところ、高額なエステの契約
を勧められた。断りきれず契約して
しまったがやめたい。
 若い女性に駅前などで、「無
料」などと声をかけ、販売する

という目的を隠してエステ店に連
れて行き、高額な契約を結ばせる
契約については、特定商取引法
の特定継続的役務として規制を
受けます。
　契約してしまった場合は、８日
間のクーリング・オフ期間が法律
で決められています。この期間内
にクーリング・オフ書面を書いて出
すと、消費者に負担なく契約を取
り消すことができます（自分の意
思で開封した化粧品や健康食品
があった場合、その分は支払い義
務があります）。
　クーリング・オフ期間が過ぎてし

Ｑ

Ａ

まった場合は、中途解約をできる
と法律で決められています。中途
解約した場合の解約料の金額は
上限が設けられています。
　特定継続的役務として指定され
ているのは６業種あります。エステ
ティックサービスのほか、語学教
室、家庭教師、学習塾、結婚相
手紹介サービス、パソコン教室が
指定されています。
　これらの契約には、クーリング・
オフの規定があり、いずれも８日
間クーリング・オフできます。通常
クーリング・オフは店舗販売には適
用されませんが、これらの業種の
契約のクーリング・オフは、消費者
から店舗に出向いて契約しても可
能です。
　契約して「しまった」と思ったら早
めに消費者センターにご相談くだ
さい。
◆消費者センター消費生活相談
室（札４２５－４０４０）
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