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消費生活相談 Ｑ＆Ａ

？お困りのときに無料相談？お困りのときに無料相談！！

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
１２月２４日昌・１月８日昭・９日晶・１５日昭　
午前９時～正午
※１月８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
１月６日昇・７日昌・１３日昇
午後１時３０分～４時３０分
※１月６日昇は女性弁護士による相談

田★１月８日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保★１２月２５日昭　午前９時～正午

田　１月１６日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　１月９日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　１月８日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保　１月１５日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　１月１５日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保　１月２２日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　１月１５日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保　１月２２日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　１月１４日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保★１２月２４日昌　午後１時３０分～４時３０分

保　１月１９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★１２月１９日晶　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

保　１月８日昭　午後１時３０分～４時３０分

保★１月１６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　１２月１８日昭午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、１２月３日昌から受付中）
　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）　　　　　　

問い合せください。
（代表札０４２－４６１－００５２）
※電話番号は、お間違いのないよう
お願いします。

■冬至～ゆず湯～

　ゆず湯は風邪を予防するといわれ
ています。
　時 １２月２１日掌
※小学生以下の方は無料、午後４時
から６時は６５歳以上の方も入浴無料
です。小学生以下の方は保護者同伴
でご入浴ください。
　問 西東京市公衆浴場組合
（妙法湯札４６１－３７８９）

 医師法等の規定に係る届出につ
いて

　医師法などの規定により１２月３１日
現在の届け出が必要です。
　多摩小平保健所で配布している届
出用紙に記入し、平成２１年１月１５日
昭までに提出してください。
□医師・歯科医師・保健師・助産師・
　看護師・准看護師・歯科衛生士・
　歯科技工士について…企画調整課
　保健医療係
□薬剤師について…生活環境安全課
　薬事指導係
　問 多摩小平保健所（札４５０－３１１１）

は、次のとおりです。
①７日昌許８日昭韻９日晶鋸１３日昇
右１４日昌⑥１６日晶魚２０日昇⑧２１日昌
享２３日晶雨２６日捷卯２７日昇鵜２９日昭
午後１時３０分～４時３０分
（許鋸魚享は午前９時３０分から）
□夜間相談（要予約・無料）
①７日昌韻９日晶⑧２１日昌鵜２９日昭
午後６時～９時
□経営講習会（要予約・無料）
　時 １月１０日松
　内 決算の基礎知識
　対 創業をお考えの方や現在経営され
ている方
□パソコン講習会（要予約・有料）
　時 １月１５日昭・１６日晶・１９日捷の１日。
時間などは問い合わせを。
　￥ １,０００円（受講料）
□空き店舗セミナー（無料）
　空き店舗情報を募集しています。
□パソコンの利用（有料）
　創業・開業を考えている方は、セン
ターのパソコンを使用できます（簡単
な指導あり）。
　￥ １時間２００円（利用料）
　場 西東京創業支援相談センター
（南町５－６－１８イングビル１階・
札４６１－６６１１※予約）
　HP http://www10.ocn.ne.jp/̃tanasi-s/
　問 西東京商工会（札４６１－４５７３）

 公立昭和病院年末年始休診等の
お知らせ

　１２月２７日松から１月４日掌まで、
一般外来診療を休診します。
　救急診療は行いますが、当院は三
次救急医療施設（救命救急センター）
ですので、主に生命危機を伴う重傷
重とく患者の診療を行います（休日・
夜間の一般診療ではありません）。
　来院の際は、あらかじめ電話でお

□採用予定人数　若干名
□受験資格　昭和５３年４月２日以降
生まれの方。次の学校教育法に規定
する４年制の大学または２年制の短
期大学を卒業しているか、平成２０年
度卒業見込みの方。
※普通自動車運転免許が必要です。
□第１次試験　平成２１年２月１日掌
　第２次試験　平成２１年２月１５日掌
□募集要項　社会福祉協議会総務課
法人運営係で配布。１２月１５日捷から
　HP より受験申込書受験票をダウンロ
ードできます。
　申 平成２１年１月２１日昌までに下記へ
直接持参。
　問 社会福祉協議会総務課法人運営係
（中町１－６－８保谷東分庁舎・
  札４３８－３７７４）

■泥つき野菜を即売します

　時 １２月２６日晶午前９時から売り切れ
次第終了
　場 東京あぐり農協田無支店駐車場
□主催田無農友会
　問 詳細は田無農友会．・尾林
（札４６９－９４５５）

■西東京創業支援相談センターから

□相談内容
司経営・経営革新や現状診断
司経理・会計ソフトの基礎知識な

ど

司融資・事業計画作成の手伝いや日
本政策金融公庫（旧国民生活金融公
庫）の紹介
司創開業・必要な諸手続きな

ど

司その他・基本的知識や、疑問・質問
□特別相談日（相談無料）
　１月の中小企業診断士等の相談日

 シルバー人材センター移転の　
お知らせ

　都市計画道路３・４・１１号線の道
路用地として整備されるため、１２月
１５日に北分庁舎（中町２－１－３）
から、東分庁舎（中町１－６－８）
に事務所を移転しました。
※電話番号は変わりません。
　問 西東京市シルバー人材センター
（札４２５－６６１１）

 シニア対象パソコン教室の１月
受講者募集

◎ワード初級講座　１４日昌・１６日晶
の２日間／　￥ ７０００円／　締 １２月２６日
晶◎ＥＸＣＥＬ初級講座　２１日昌・
２３日晶の２日間／　￥ ７０００円／　締 １
月９日晶◎パソコンの始め方と入力
３０日晶／受講料…無料／　締 １月１６日
▽受講料はいずれもテキスト代込
▽　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・パソ
コンの始め方と入力以外は文字入力
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
１－６－８札４２５－６６１１）

■西東京市社会福祉協議会から

興平成２１年４月採用正規職員募集
□職種　福祉職（地域福祉推進業務、
市民活動支援、地域コーディネート
業務）

お役立ちガイお役立ちガイドド

 商店街を歩いていたら、鑑
定師を名乗る女性に呼び止

められ、喫茶店で家庭の悩みを
話したところ、２日後に印鑑を
持って事務所に来るように言わ
れた。
　事務所で「先生」と呼ばれて
いる人に、印鑑を変えなければ
災いが大きくなると言われ、印
鑑を注文したが、高額なため家
族にセンターに相談するよう言
われた。
 繁華街などで通行人を呼び
止め、営業所などに連れて

行き、契約を迫る販売は訪問販
売にあたります。
　印鑑は、特定商取引法におけ
る指定商品であるのでクーリン
グ・オフが可能です。幸い今回
の相談はクーリング・オフ期間
の８日以内だったので、すぐに
クーリング・オフの通知を出し、
無条件解除ができました。「印
鑑を彫りはじめているので解除
は出来ない」などとクーリング・

Ｑ

Ａ

オフを拒否する業者がいます
が、クーリング・オフとは、契
約を解消することなので、たと
え印鑑が完成していても解除出
来ます。
　また、クーリング・オフの８
日間を過ぎている場合でも、契
約時に契約書面を渡されていな
かったり、クーリング・オフの
妨害があった場合にはクーリン
グ・オフが可能です。
　その他に、勧誘方法に問題が
ある場合にも契約の取消しを主
張する事ができます。
　このように人の不安や悩みに
付け込み高額な印鑑や壷などを
売りつける商法を「開運商法」
と言います。
　相談者には開運商法の問題点
について情報提供しました。も
し、このような勧誘があったら
一人では判断せずに、消費者セ
ンターに相談しましょう。
◆消費者センター消費生活相談
室（札４２５－４０４０）
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