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■総務省から

～感染しても気づかないウィルス流
行中！パソコンは大丈夫ですか？～
　ボットウィルスは、あなたの個人
情報を盗み出し被害を与える恐れの
ある危険なウィルスです。あなたの
パソコンを守るためにも、チェック
と対策をしましょう。
■感染しないための３ポイント
①Windows Updateを行う
②ウィルス対策ソフトを導入する。
③ブロードバンドルータを使ってイ
ンターネット接続をする
■ボットウィルスの駆除・対策手順
サイバークリーンセンター（　HP 
http://check.ccc.go.jp/をご覧くださ
い。）

　定額給付金の給付を装った振り込
 め詐欺等対策
　定額給付金の支給基準日（平成２１
年２月１日）に給付を受けることが
できるのではないかと言う住民の誤
解を悪用した振り込め詐欺が予想さ
れます。警察庁では振り込め詐欺撲
滅のため「取締活動および予防活動」
の強化月間を実施します。
　詳細は下記にご連絡ください。
□強化推進期間
２月１日掌～２８日松
【問い合わせまたは連絡先】
警察庁刑事局捜査第二課
広域知能犯対策係
（札０３－８００－４２５１・４８８１・４８８７）
警察庁生活安全局生活安全企画課
防犯対策係（札０３－８００－３０４５）

　場 田無警察署
　申 田無警察署で配布の申し込み
用紙に記入し、２月１６日捷～２７
日晶午前８時３０分～午後５時
（土・日曜日を除く）までにお申し
込みください。
　問 田無警察署
（札４６７－０１１０内線２８１２）

■料理教室

　介護予防を目的に食事作りを行
います。
　時 ２月２８日松
午前１０時３０分～午後１時３０分
　場 高齢者センターきらら
　対 ・　定 ５０歳以上の方・２０人（先着順）
　￥ ４００円（材料費）
□持ち物　エプロン、ふきん、台ふ
きん、三角巾、筆記用具
□講師　 向  畑 さん（栄養士）

むかい はた

　申 ２月２１日松までに電話で受付
　問 高齢者センターきらら
（札４５１－１２００）

■柳橋保育園から

①園庭開放　毎週水曜日午前１０時～
午後３時
②出前保育　　時 ３月１９日昭午前１０時
３０分～１１時３０分
　場 柳橋出張所
　内 ビリビリ新聞やぶり
③育児講座　　時 ３月２８日松午前１０時
～１１時３０分
　場 柳橋保育園
　対 いずれも未就園児とその保護者
　申 ②、③を希望の方は、電話または
園内にてお申し込みを。
※詳細は、子育て支援だより、園の
掲示板で随時お知らせします。
　問 柳橋保育園（札４６１－３６７３）

センター（〒２０２－００１３中町１ー６
ー８保谷東分庁舎内・札４２５ー６６１１）

 自衛官採用案内一般・技術幹部
候補生募集

　自衛隊の指揮官・技術研究者など
の幹部自衛官を養成する制度です。
　約１年間の基本教育の後、３等陸
海空尉に昇任し各部隊・研究所など
で主に総合職として勤務します。
興応募資格
２０歳以上２６歳未満の方
（２２歳未満は大卒者、大学院修了者
は２８歳未満・見込み含む）
興第１次試験日程
５月１６日松・１７日掌
（ただし１７日は飛行要員希望者のみ）
興受付期間
４月１日昌～５月１２日昇
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札４６３－１９８１）

 平成２１年度田無警察署少年柔道
剣道新規錬成員募集

①少年柔道
　対 小学校新３年生～新５年生
□訓練日　毎週火・金曜日午後５時
３０分から　　
②少年剣道
　対 小学校新３年生～新６年生
□訓練日　毎週月・木曜日午後５時
３０分から
　定 いずれも若干名　

■おしらせ

　４月１日から水道業務すべてが東
京都水道局へ移管されます。
【電話での問い合わせ先】
《受付時間：日曜日・祝日を除く。
午前８時３０分～午後８時》
興お引越し・ご契約の変更の問い合
わせ先
（札０５７０－０９１１００※ナビダイヤル）
（札０４２－５４８－５１００）
興料金、漏水修理、その他の問い合
わせ先
（札０５７０－０９１１０１※ナビダイヤル）
（札０４２－５４８－５１１０）
※全日２４時間対応の漏水事故の緊急
連絡先（札０４２－５４８－５１１０）
　問 東京都水道局東久留米サービスス
テーション（〒２０３－０００３　東久留
米市滝山６－１－１）

 シニア対象パソコン教室の３月
受講者募集

◎パソコン入門講座　４日昌・６日
晶の２日間／　￥ ７０００円／　締 ２月２３
日捷　◎ＥＸＣＥＬ中級講座　１１日
昌・１３日晶の２日間／　￥ ７０００円／　締 
２月２７日晶　◎デジカメ教室　１８日
昌／　￥ ４０００円／　締 ３月６日晶　◎
パソコンの始め方と入力　２７日晶／
　￥ 無料／　締 ３月１６日捷／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
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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
２月２５日昌・３月５日昭・６日晶・１２日昭　
午前９時～正午
※３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
３月３日昇・４日昌・１０日昇
午後１時３０分～４時３０分
※３月３日昇は女性弁護士による相談

田★３月５日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保★２月２６日昭　午前９時～正午

田　３月１３日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　３月６日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　３月５日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保　３月１２日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　３月１２日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保　３月１９日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　３月１２日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保　３月１９日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　３月１１日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保★２月２５日昌　午後１時３０分～４時３０分

保　３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★２月２０日晶　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

保　３月５日昭　午後１時３０分～４時３０分

保★３月１３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

 昨年の５月にクリーニング
店から受け取ったコートを

着ようとしたらシミがあって着
られない。店に申し出たら、受
け取りから時間が経っているの
で責任は取れないといわれてし
まった。
 シミが出た原因として、相
談者が気付かず付けた汚れ

がシミ抜きをしなかったことで
浮き出てしまった事や、保管の
し方に問題がありクリーニング
後にシミが出てしまったことな
どが考えられました。
　「クリーニング事故賠償基準」
の規定では、消費者がクリーニ
ング品を受け取った後６か月を
経過した場合、クリーニング業
者は賠償責任を免れる事になっ
ています。この事例の場合、受
け取りから半年以上経っていた
ので、センターから店側に賠償
を求めることはできませんでした。
　このようなトラブルを避ける
ためには、クリーニングに出す

Ｑ

Ａ

際、シミや変色、付属品の有無、
クリーニング可能な素材か、な
どを受け付けの人と一緒に確認
することが大切です。この作業
が大変重要ですが残念ながら十
分に行われていない場合が多い
ようです。
　受け取り後はビニールカバー
をはずし異常がないかどうかを
点検します。その後風通しの良
い場所でしばらく日陰干しをし
てから保管すると良いでしょ
う。　ビニールカバーはクリー
ニング品に汚れやキズが付かな
いようにするための運搬用で、
長期保管には適しません。その
まま保管していると、変色やカ
ビの発生、ビニールカバーの付
着などのトラブルの原因になる
場合があります。
　保管時には通気性のある 不 

ふ

 織 
しょく

 布  製 などのカバーに取り替えま
ふ せい

しょう。
◆消費者センター消費生活相談
室（札４２５－４０４０）
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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！！

■専門相談の予約開始　２月１８日昌午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、２月４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）　　　　　　


