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※詳細はＦＣ東京オフィシャル　HP 
　問 ＦＣ東京ファンクラブ事務局
（札０３－３６３５－１１０１）

■「いのちの電話」へ相談を

～大切な命を失わないために～
　もし、あなたや、あなたの周囲の
人が「こころのサイン」を示してい
たら、遠慮せずにご相談ください。
□いのちの電話
而東京いのちの電話
（札０３－３２６４－４３４３※２４時間）
而東京多摩いのちの電話
（札０４２－３２７－４３４３※午前１０時～
午後９時）
而東京自殺防止センター
（札０３－５２８６－９０９０※午後８時～
午前６時）

■駐車監視員を導入

市内で駐車監視員が活動します！
　４月１日から、東京都内全域（島
部を除く）において、放置車両確認
事務が民間に委託されます。
　市内でも、警察官以外の放置車両
確認機関から選任された駐車監視員
が巡回し、放置車両の確認及び標章
の取り付けを行ないます。
「放置車両とは」　違法駐車と認め
られる車両で、運転者がその車両を
離れて直ちに運転することができな
い状態にあるものです。
　車両の停止時間の長短、車両から
離れた距離の遠近、エンジン、ハザ
ードランプのON・OFFは関係ありま
せん。　問 田無警察署（札４６７－０１１０）

□その他　ウォークのみ悪天中止。
中止の場合は前日午後３時までに
　HP でお知らせします。公共交通機関
をご利用ください。
　HP http://www.nishitokyo-vol.jp/
死walk-de-eco@nishitokyo-vol.jp
　問 西東京ボランティア・市民活動セ
ンター（〒１８８－００１１田無町５－５
－１２　田無総合福祉センター４階・
札４６６－３０７０　胃４６６－３５５５）

■商工会加盟店募集！

　西東京商工会では、定額給付金の
支給に合せ、１冊１万円で１万１千
円利用できる地域限定の商品券を発
行します。つきましては、この商品
券を取扱いできる商工会加盟店を募
集します。詳しくは、西東京商工会へ。
　締 ４月６日捷
　問 西東京商工会保谷事務所（札４２４－
３６００）、田無事務所（札４６１－４５７３）

■ＦＣ東京「キッズクラブＤａｙ」

～小中学生自由席チケット１００円～
□対象試合
　時 ３月２１日松午後２時キックオフ
Ｊリーグディビジョン１第３節
ＦＣ東京　対　モンテディオ山形
　場 味の素スタジアム（京王線飛田給
駅徒歩５分）
　内 ①小・中学生自由席チケットを１００
円にて販売。
②キッズクラブ来場者プレゼント
（先着３，０００名）
　対 １９９７年４月２日生まれ以降のお
子さん（２００９ＦＣ東京キッズクラブ
会員）
※当日入会いただいた方にもプレゼ
ントします（入会費無料）
□配布場所　メインおよびバックス
タンドファンクラブテント内キッズ
クラブコーナー

札４２５－６６１１）

 ウォークでエコ西東京２００９～
身近にできるボランティア～

　時 ３月２９日掌午前９時～午後３時
興ウォーク
□合流場所（１０分前には集合）　
①ひばりが丘公園（ひばりが丘図書
館裏）…午前９時スタート
②いちょう公園…午前９時１０分
③谷戸せせらぎ公園…午前９時３０分
④谷戸新道北原２バス停付近…午前
９時５０分
⑤田無神社…午前１０時２０分
□持ち物　ごみを入れる袋、飲み
物、軍手、ペットボトルのキャップ
興イベント
□キャップでできるボランティア！
　場 ・　時 田無庁舎・午前１０時３０分～午後3時
　対 子ども～シニア世代、親子、グル
ープ参加可※小学４年生以下（３月
末の学年）は成人保護者同伴
　申 氏名（ふりがな）年齢・住所・電
話・希望合流場所を明記し、３月２２
日掌までに下記へ持参、胃、死のい
ずれか。持参の場合は日・祝を除く
午前９時～午後５時
※当日参加可能。　

 シニア対象パソコン教室　　　
４月受講者募集

～新年度からリニューアル～
◎パソコン入門講座　３・１０・１７・
２４日の毎週金曜日午前（計４回）／
　￥ ６,０００円
◎パソコンの始め方と入力　
８日昌／　￥ 無料
◎ワード初級講座　２０日捷・２７日捷
の２日間／　￥ ６,０００円
◎パソコンの楽しい活用講座　過去
に受講された方の復習や、さらなる
パソコンの活用を学ぶ講座として新
設。ワードやエクセル、インターネ
ットその他の活用講座です。詳細は
資料を請求してください。毎週金曜
日午後／　￥ １回１,５００円（過去に受講
された方は１回無料）
□共通事項　受講料はテキスト代込
み。各１０人・入門講座以外は文字入
力のできる方対象。午前９時３０分～
正午、午後１時～３時３０分
　申 往復はがきに、希望講座名・受講
日・住所・氏名・年齢・電話番号を
明記し、下記へ（先着順）
　問 西東京市シルバー人材センター
（〒２０２－００１３　中町１－６－８　
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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
３月２５日昌・４月２日昭・３日晶　
午前９時～正午
※４月２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
４月１日昌・７日昇午後１時３０分～４時３０分
３月２６日昭※午前９時～正午で人権・身の上
相談を兼ねる

田★４月２日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保★３月２６日昭　午前９時～正午

田★３月２７日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　４月３日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　４月２日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保　４月９日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　４月９日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保　４月１６日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　４月９日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保　４月１６日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　４月８日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保★３月２５日昌　午後１時３０分～４時３０分

田　４月１３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
★３月２７日晶　午後１時３０分～４時３０分

行 政 相 談
※４月から田無・保谷庁舎で月代わりに相談を実施

田★４月１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　３月１８日昌午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、３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）　　　　　　

■各種教室受講者募集

入会希望の方はお問い合わせください。

入会金月謝曜日・時間対象教室場所

３,０００円

２,５００円月４回昌
午後１時３０分～５時

小学１～
６年生習字教室

東伏見教室
（東伏見小学校体育館横）

４,０００円月３回晶
午前１０時～正午

一般市民
男女

茶道教室

４,０００円月３回昌
午前１０時３０分～午後１時華道教室

４,０００円月３回捷
午前１０時～正午和裁教室

２,０００円月２回
第２・４昭午前１０時～正午着付教室

２,５００円月４回昭
午前１０時～正午

一般市民
男女

書道教室

西原教室
（西原総合教育施設内） １,２００円月２回第１・３昇

午前９時３０分～午後０時３０分折紙教室

３,５００円月２回第２・４松
午前１０時～午後５時表装教室

　問 西東京市シルバー人材センター（中町１－６－８・札４２５－６６１１）

 一昨日３００万円の中古車を
契約したが翌日取消しを申

し入れた。販売店には契約は成
立しているので価格の３０％の
解約料がかかると言われた。ま
だ関係書類も提出しておらず、
翌日申し出たのに９０万円の解約
料は納得できない。
 まず、この販売店が業界団
体の日本中古車販売協会連

合会に加盟しているか確認しま
しょう。
　この団体の標準約款では「契
約の成立は、自動車登録のなさ
れた日、修理・改造・架装等に
着手した日、自動車の引渡しが
なされた日のいずれか早い日」
とされています。
　このケースでは翌日の申し出
であり、いずれにも該当してい
ないと思われます。まだ契約が
成立していないと考えられるの
で、それを主張して交渉するよ
う助言しました。
　ただし、車庫証明取得費用な

Ｑ

Ａ

ど販売店に損害が生じた場合は
負担しなければなりません。
　非加盟店であった場合は、こ
の考えに沿って契約の不成立を
主張し、実際の損害額と解約料
の合理的根拠を示してもらって
納得いくまで話しあいましょう。
　業者によっては「口頭による
申込み・承諾によって契約は成
立するので、成立している以上
キャンセルは認めない」と譲ら
ないところもあり、法的手段で
解決を図らなければならない場
合もあります。
　いずれにしても契約条項をよ
く確認し、契約は慎重に行いま
しょう。また、信頼できる販売
店かどうかの判断には、業界団
体に加盟しているかいないかも
参考になるでしょう。
　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）
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消費生活相談 Ｑ＆Ａ


