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 都立小金井公園に多目的運動広場
（少年サッカー広場）ができます

　コートの大きさは、７０ｍ×４０ｍ
（土・周辺は芝）で、少年サッカー
用のゴールポストを常設していま
す。少年サッカーで利用する場合
は、事前登録と予約が必要です。
□登録・予約受付　５月１日昭から
□団体使用　６月から
※詳しくはお問い合わせください。
　問 小金井公園サービスセンター
（札０４２－３８５－５６１１）

■「８０２０表彰」を行います

　対 （４月１日現在）８０歳以上になり、
２０本以上の歯がある元気な市民に記
念品を添えて表彰状を差し上げま
す。該当すると思われる方、または
該当者をご存知のご家族や知人の方
はかかりつけ歯科医院（西東京市歯
科医師会会員）までご連絡ください。
□診査期間　５月１日昭～６月１２日昭
□診査内容　２０本以上の歯があること
□診査機関　西東京市歯科医師会会
員医院・診療所で無料で確認します。
□表彰日　６月２２日掌午前１１時から
　場 きらっと
※「よい歯のコンクール」と同時に
行います。
　問 西東京市歯科医師会
（札４６６ー２０３３）

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２－１－３・札
４２５－６６１１）

■しごとセンター多摩の就業支援

□３４歳以下対象
就活セミナー「ベーシック＆アドバンス」
１日目…自分の隠れた経験や長所の
探し方から応募書類の作成のポイント
２日目…採用担当者の選考ポイント
や面接でのマナーなど。
　１日だけの参加、両日の参加、どち
らでも結構です。
　時 ４月１６日昌・１７日昭
　各午後１時３０分～４時３０分
　定 各３０人（予約制）
□３０歳～５４歳対象
「１日で学ぶ再就職活動のテクニック」
　時 ４月２３日昌午後１時～５時
　定 ５０人（予約制）
□５５歳以上対象
「１日で学ぶ再就職活動のテクニック」
　時 ４月３０日昌
　午後１時３０分～４時３０分
　定 ５０人（予約制）
　場 東京しごとセンター多摩（西武線・Ｊ
Ｒ中央線国分寺駅南口徒歩５分）
□利用時間変更のお知らせ
　皆さんのご要望にお応えして、４月
より、夜間と土曜日も開館します。
平日…午前９時～午後８時
土曜…午前９時～午後５時
（日曜日、祝日、年末年始は休業）
　申 ・　問 東京しごとセンター多摩

社会福祉協議会がすすめる地域福祉
事業にも有効に使うことができま
す。
　社会福祉協議会とＮＰＯ法人日本
入れ歯リサイクル協会では、不要と
なった入れ歯をボックスを設置して
回収しています。使われていない金
属付きの入れ歯がありましたらご寄
付ください。
□回収ボックス設置場所
田無総合福祉センター３階（田無町
５－５－１２）
□投函できる日時　
第２・４日曜日、祝日　午前９時～
午後９時（年末年始を除く）
□回収の方法
①汚れを落とし、熱湯か除菌タイプ
の入れ歯洗浄剤で消毒します。
②チラシなどの厚手の紙で包みます。
③ビニール袋に入れて回収ボックス
に投函してください。
　問 西東京市社会福祉協議会（西東京
ボランティア・市民活動センター・
札４６６－３０７０）

 シニア対象パソコン教室の５月
受講者募集

◎パソコンの始め方と入力　①２日
晶 ②２２日昭２回実施／　￥ 無料／　締 
①４月２１日捷 ②５月１２日捷　◎イ
ンターネット・メール講座　７日昌
／　￥ ４,０００円／　締 ４月２４日昭　◎デ
ジカメ教室　８日昭／　￥ ４,０００円／
　締 ４月２４日昭　◎パソコン入門講座
　１２日捷・１４日昌の２日間／　￥ ７,０００
円／　締 ４月３０日昌　◎ワード初級
講座　１９日捷・２０日昇の２日間／　￥ 
７,０００円／　締 ５月７日昌　◎ＥＸＣ
ＥＬ初級講座　２８日昌・２９日昭の２
日間／　￥ ７,０００円／　締 ５月１５日昭／
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

■公立昭和病院から

□南館が完成！
　公立昭和病院の南館が完成し、４
月１日に開館しました。南館は１階
と２階に救命救急センターを集約・
統合し、救急医療がより円滑に機能
するよう配慮しています。その他
は、入院患者の方を対象とした病棟
が中心となっています。
□「かかりつけ医」を持つようにし
ましょう
　身近なところに、日ごろから健康
に関する相談や診療などについてお
話できるお医者さん「かかりつけ医」
を持つようにしたらどうでしょう。
　かかりつけ医は、患者さんの容態
に応じて、適切な専門医や医療機関
を紹介してくれますので、安心でき
ます。ぜひ、お近くに「かかりつけ
医を！
　問 公立昭和病院（札４６１－００５２）

■入れ歯回収ボックス

　不要入れ歯をタンスなどの引き出
しにしまっていませんか？
　入れ歯には金属がついているもの
があります。この金属をリサイクル
することにより、資源として生まれ
変わり、換金することができます。
　換金したお金で財団法人ユニセフ
協会を通じて、世界の子ども達に希
望を与えることができるとともに、
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田
４月２３日昌・５月１日昭・２日晶・８日昭　
午前９時～正午
※５月１日は人権・身の上相談を兼ねる

法 律 相 談

専
門
相
談
（
予
約
制
）

保
５月７日昌・１２日捷・１３日昇
午後１時３０分～４時３０分
※５月１２日捷は女性弁護士による相談

田★５月１日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保★４月２４日昭　午前９時～正午

田　５月９日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　５月２日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　５月１日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保　５月８日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　５月８日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保　５月１５日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　５月８日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保　５月１５日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　５月１４日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保★４月２３日昌　午後１時３０分～４時３０分

保　５月１２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　５月１６日晶　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

保　５月１日昭　午後１時３０分～４時３０分

保★５月９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　４月１８日晶午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、４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・問合せ　　　　田市民相談室（札４６０－９８０５）　　　　　　
　　　　　　　　　　　　保 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！！

 １８歳の息子が中古車を購入
していたことがわかった。

販売店に問い合わせると、年齢
を偽って購入したという。親に
無断で契約したので取り消した
い。
 判断能力が未熟な未成年者
を保護するため法定代理人

（親権者、後見人、両親）の同
意を得ない契約は取り消すこと
ができると民法で定められてい
ます。
　ただし、次の場合は未成年者
を理由に取り消すことができま
せん。
・両親のどちらかが共同名義で
合意した場合
・小遣いなど許された範囲内で
の買い物
・未成年者が営業を許されてい
る場合、営業の範囲の契約
・未成年者であるかどうか、法
定代理人の同意を得ているかど
うかについて本人がウソをつい
た場合
・親権者が追認した場合（親権

Ｑ

Ａ

者が代金の一部を支払った等）
・本人が成人後、代金を支払う
などして追認した場合
・取消権が時効（成年になって
５年）によって消滅した場合
・結婚している場合
　この相談の場合、成人してい
るとウソをついて契約している
ので取り消しは難しいことを説
明しました。
　未成年者契約の取り消しの意
思表示はその形式は問いません
が、後々の証拠となるよう書面
で、契約内容、取消しの意思を
書き通知します。通知は本人で
も親権者でもどちらからでもで
きます。
　取り消されると、契約ははじ
めからなかったことになり、受
領した商品があれば現状のまま
返します。
　詳しいことは消費者センター
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）

未
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年
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の
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消費生活相談 Ｑ＆Ａ


