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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
５月２８日昌・６月５日昭・６日晶・１２日昭　
午前９時～正午
※６月５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６月３日昭・４日昌・１０日昇
午後１時３０分～４時３０分

田★６月５日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保★５月２２日昭　午前９時～正午

田　６月１３日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　６月６日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　６月５日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保　６月１２日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　６月１２日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保　６月１９日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　６月１２日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保　６月１９日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　６月１１日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保★５月２８日昌　午後１時３０分～４時３０分

田　６月９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　６月２０日晶　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

保★６月５日昭　午後１時３０分～４時３０分

田★６月４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！！

※原則毎週火・金曜日午前１０時～午
後３時（ただし、祝日、年末年始は
除く）
□活動内容
農場博物館来館者の受付案内・解説、
農場博物館史料の整理、保存・展示
□応募要件
①月に４単位以上の活動※半日分の
活動を１単位
②市のボランティア保険に加入（年
間３００円～１，４００円。選択自由）
　￥ 交通費、食費、保険料等はすべて
自己負担。
　問 西東京市ボランティア・市民活動
センター（札４６６－３０７０※ボランテ
ィア保険について）
□研修会開催日
①５月２３日晶　②２７日昇
午前１０時～正午
※必ずどちらかの研修会を受講して
ください。
　申 申込書に必要事項を記入し、５月
２０日昇（必着）までに、下記住所へ
郵送・ファックスまたは直接持参
※募集要項・申込書は、東大農場　HP 
http://www.fm.a.u-tokyo.ac.jp/からダ
ウンロードまたは東大農場事務室で
配布
　問 東大農場ボランティア会事務局
（〒１８８－０００２ 緑町１－１－１
札４６３－１６１１　胃４６４－４３９１）
久野（札０８０－６７０４－１９３３）

携担当（札０３－５３８８－２５８２　胃０３－
５３８８－１２６６）

■みずき祭

　時 ５月３１日松午前１０時～午後２時
阿波踊り（若駒連）、作品展示、お食
事と喫茶、地場野菜とお花の販売、
バザー、介護相談、つきたてお餅の
販売など
　問 高齢者介護総合センター・サンメ
ール尚和（新町１－１１－２５ 札４６７－
８８８８）

■ほうや福祉作業所　バザー開催

　時 ６月１４日松午前１０時３０分～午後２
時３０分（雨天決行）
□物品受付期間　５月１５日昭～３０日
晶（土・日曜日、祝日は除く）
　台所用品、雑貨、おもちゃ、古本、
新品衣類等の提供をお願いします
（台所用品、衣類は新品のみ受付。
電化製品、家具類、自転車、冬物衣
類、ジュータン等不可）。
　問 ほうや福祉作業所（ひばりが丘３
－１－２３ 札４６１－９８１６ 胃４６９－３６０８）

■都立田無特別支援学校から

□学校公開
　授業、施設見学など。来年度入学
希望者は、説明会を実施します。
　時 ６月６日晶午前９時～正午
※当日午前９時１５分までに来校して
ください。
　問 田無特別支援学校（南町５－１５－
５ 札４６３－６２６２）

■東大農場ボランティア募集

□活動場所
東大農場
□活動期間・日時
６月３日昇～平成２１年３月３１日昇

□市での定例相談（予約制）
司田無庁舎　毎月第３金曜日
午後１時３０分～４時３０分
司保谷庁舎　毎月第１木曜日
午後１時３０分～４時３０分
□行政相談委員　担当の方々です。
司松下美惠子さ

ん （札４６２－５６５７）
司菅野亨さ

ん （札４６５－４６５１）
司渡部と久代さ

ん （札４２２－１５６３）
司山本政子さ

ん （札４６８－０４４１）
※相談は下記でも受け付けていま
す。
　問 「行政苦情１１０番」総務省東京行
政評価事務所（札０３－３３６３－１１００）

 東京都は犯罪被害者等支援のた
めの総合相談窓口を開設

　犯罪被害に遭った方やその家族・
遺族の皆さんからの相談に応じ、支
援を行う総合相談窓口を鋤被害者支
援都民センターと協働して設置しま
した。犯罪被害に遭ってお悩みの方
は、まず総合相談窓口へご連絡くだ
さい。秘密は厳守します。
□総合相談窓口
鋤被害者支援都民センター
（札０３－５２８７－３３３６　胃０３－５２８７
－３３８７）
　月・木・金曜日午前９時３０分～午
後５時３０分、火・水曜日午前９時３０
分～午後７時※土日・祝日・年末年
始を除く）
　問 東京都総務局人権部被害者支援連

 シニア対象パソコン教室の６月
受講者募集

◎パソコンの始め方と入力　①３日
昇・②２４日昇の２回／　￥ 無料／　締 ①
５月２３日晶、②６月１２日昭　◎イン
ターネット・メール講座　４日昌／
　￥ ４,０００円／　締 ５月２３日晶　◎デジ
カメ教室　５日昭／　￥ ４,０００円／　締 
５月２３日晶　◎パソコン入門講座　
１１日昌・１２日昭の２日間／　￥ ７,０００円
／　締 ５月３０日晶　◎ワード中級講
座　１８日昌・１９日昭の２日間／　￥ 
７,０００円／　締 ６月６日晶／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・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）

 春季行政相談強調週間 
　５月１９日捷～２５日掌

　「春の行政相談強調週間」は、行政
相談制度について、広報や行事を積
極的に実施し、皆さんに制度への理
解を深めていただくものです。
　役所等の仕事について「説明に納
得できない」「処理が間違っている」
等、苦情や意見・要望はありません
か。このようなとき、行政と住民と
のパイプ役として総務大臣から委嘱
された「行政相談委員」が相談に応
じます。　
□相談内容　年金・保険、道路・河
川、郵便、登記、福祉等行政全般

お役立ちガイお役立ちガイドド

消費生活相談 Ｑ＆Ａ

 携帯電話に、「あなたの

パソコン、携帯電話から

利用した総合情報サイトの無

料利用期間が過ぎ登録料が発

生しています。至急連絡くだ

さい。連絡が無い場合は身辺

調査のうえ、債権回収業者に

より調査費用とあわせて回収

にいきます」という内容のメ

ールがきた。利用したつもり

は無いが、はっきりと覚えて

いない。確認の電話をしてみ

るべきか。

 これは携帯電話の簡易メ

ール機能を使って送られ

てくるもので、電話番号をラ

ンダムに選び、不特定多数の

方に送っているものです。大

多数の方は携帯電話やパソコ

ンでインターネットを利用し

ているので、「もしかしたら

あの時閲覧していたサイトが

登録になり、そのままかもし

れない」という心理になり、

事業者に確認の連絡をしたほ

うがいいのではないか、と不

Ｑ

Ａ

安になります。

　この事例はその不安を利用

した架空の請求をするための

メールと思われます。事業者

に連絡すると、個人情報を聞

き出されかねません。数千円

の架空の利用料を請求され、

「その程度なら」と支払って

しまうと、その後次々に高額

な架空の利用料を請求される

ことがあります。

　このような場合は事業者に

連絡することのないようにし

てください。消費者から連絡

しなければ事業者には名前も

住所もわかりません。あわて

ずに対処しましょう。なお、

携帯電話各社は迷惑メールと

して転送を受け付けていま

す。

　不安な方や、もし事業者に

連絡してしまった場合は、す

ぐに消費者センターにご相談

ください。

◆消費者センター

 （札４２５－４０４０）

携
帯
電
話
に
く
る
身
に
覚
え
の
無
い
メ
ー
ル

■専門相談の予約開始　５月１９日捷午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、５月７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・問合せ 円円 　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）　　　　　　


