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■介護予防を目的とした料理教室

　時 ・　場 ８月１日松午前１０時３０分～午
後１時３０分・高齢者センターきらら
　内 冷やし中華ほか２品
　対 ・　定 ５０歳以上の方・２０人
　￥ ４００円
　申 ７月２５日松までに下記へ電話
　問 高齢者センターきらら（札４５１－１２００）

■第１１回保谷苑夏祭り

　時 ８月２日掌午後３時３０分から
　場 保谷苑（栄町３－６－２）
　問 保谷苑（札４２３－５００２）

■親子の化学教室

　時 ・　場 ８月８日松、２２日松午後２時
～４時３０分・都立田無高等学校
　対 小学３年生～６年生の親子
　￥ 大人１，１００円、子ども６００円
　申 詳細はお問い合わせください
　問 都立田無高等学校（札４６３－８５１１）

■たのしい木工教室

　時 ８月２２日松、２３日掌、２７日昭、２８
日晶午前１０時～午後３時
　場 都立田無工業高等学校
　対 小学１年生～中学３年生
　￥ ５００円（材料費、保険）
　申 ８月７日晶までに申込書を下記へ
郵送または直接持参（詳細は　HP 参照）
　問 都立田無工業高等学校（札４６４－２２２５）

□受付期間　８月３日捷～９月１日
昇（郵送による）
◆下水道課 　保 （札４３８－４０６０）

 平成２２年春採用（高卒等）一般
曹候補生、航空操縦学生募集

興陸海空曹候補生
□応募資格　来春１８歳以上２７歳未満
の男女
□１次試験　９月１９日松
□受付期間　８月１日松～９月１１日晶
興航空操縦（パイロット）学生
□応募資格　来春１８歳以上２１歳未満
の男女
□１次試験　９月２３日昌
□受付期間　８月１日松～９月１１日晶
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札４６３－１９８１）

■健康づくり調理師研修会

　時 ①７月３０日昭・８月６日昭　②８
月１９日昌・２６日昌午後２時～４時
　場 多摩小平保健所
　対 調理業務従事者
　講  志  田  由  彦 氏（新宿調理師専門学

し だ よし ひこ

校）、保健所職員
　￥ ５００円（当日徴収）
　締 ①７月２４日晶　②８月１４日晶
　申 下記へ電話
　問 多摩小平保健所保健栄養係
（札４５０－３１１１）

 「スカイタワー西東京」マスコ
ットキャラクターデザイン募集

□応募資格　年齢、プロ・アマ不問。
　締 ８月３１日捷（必着）
□賞金　採用作品１点には１０万円
　詳しくは　HP 　または下記へ。
　HP 　http://www.skytower195.com
死tower-info@skytower195.com
　問 叙田無タワー広報企画室
（札４６７－１１８７　平日午前９時～午
後６時）

 親子こんにゃく造り体験会と豆
寒天・葛きり試食会

　時 ８月５日昌午後２時～４時
　場 コール田無
　対 ・　定 小学２年生～６年生とその保
護者・１５組３０人（先着順）
　申 ７月１６日昭から下記へ電話（受付・
午前９時３０分～午後４時３０分）
　問 岡田食品加工（札４２１－６３６３）
◆産業振興課 　保 （札４３８－４０４１）

 排水設備工事責任者技術者共通
資格試験

　時 １０月１８日掌午前１０時～正午
　場 青山学院大学・青山キャンパス（地
下鉄「表参道駅」下車徒歩５分）
　内 ６，０００円（受験料）
□申込書等配布　７月１７日晶から・
下水道課（保谷庁舎５階）

■シルバー人材センターから

興シニア対象パソコン教室の８月受
講者募集
◎ワード初級講座　５日昌・７日晶
／　￥ ６,０００円／　締 ７月２４日晶　
◎ワード中級講座　１９日昌・２１日晶
／　￥ ６,０００円／　締 ８月７日晶　
◎エクセル中級講座　２６日昌・２８日
晶／　￥ ６,０００円／　締 ８月１４日晶いず
れも午前９時３０分～午後３時３０分
※受講料はテキスト代込
　対 ・　定 文字入力のできる方・各１０人
　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、下記へ郵送（申込締切日ま
でに必着。応募多数の場合は抽選）
興夏季講習会（小学生）受講生募集
前期：７月２７日捷～３０日昭・後期：
８月２４日捷～２７日昭（計８日間）

　対 小学４年生～６年生
　￥ 各教科７，０００円（全８回分）
　申 ７月２１日昇までに下記へ電話
　問 シルバー人材センター（〒２０２－
００１３　中町１－６－８　保谷東分
庁舎内・札４２５－６６１１）

お役立ちガイお役立ちガイドド

 有名人のマネージャーを名
乗る人から、あなたに会い

たがっている有名人がいる、と
出会い系サイトを通じてメール
がきた。信じてメールをやり取
りしているうちに、ポイントを
たくさん使い、高額の請求がき
てしまった。（３０代　女性）
 これは、インターネット上
のソーシャル・ネットワー

キング・システム（ＳＮＳ）で
知り合った人からのメールで、
出会い系サイトに誘われて利用
を始めてしまい、そのままポイ
ントをたくさん消費してしまっ
た例です。
　あなたの書き込みを見て有名
人があなたにぜひ会いたいと言
っている。有名人なので会うま
で名前は出せないし、このやり
取りはこっそり進めてほしいな
どと、言葉巧みにメールのやり
取りをさせて、ポイントを消費

Ｑ

Ａ

させる方法です。
　有名人の利用が世間にばれた
らまずいので、有名人のポイン
ト利用分はとりあえず立て替え
てほしい、といわれ相手のポイ
ント利用分も自分のクレジット
カードで決済してしまいまし
た。立替分を返してもらいた
い、いずれ会える、という思い
でやり取りは長引き、被害額が
増えてしまいました。
　このようなことは冷静に考え
れば絶対にありえない事です。
内緒にさせるのは被害にあって
いることを気が付かせない相手
の手法です。
　出会い系サイトの入口で契約
の仕方に問題がある場合も多い
ので、まずは消費生活相談室へ
ご相談ください。
◆消費者センター消費生活相談
室（札４２５－４０４０）

有
名
人
か
ら
の
誘
い

消費生活相談 Ｑ＆Ａ 場所日　　　　時内　　　　容
田・保毎週月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時一 般 市 民 相 談

田
７月２８日昇、８月６日昭、７日晶
午前９時～正午
※８月６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
７月２３日昭は午前９時～正午で人権・身の上
相談を兼ねる
８月４日昇、５日昌　午後１時３０分～４時３０分

田★８月６日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保★７月２３日昭　午前９時～正午

田　７月２４日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　８月７日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　８月６日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保　８月１３日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　８月１３日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保　８月２０日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　８月１３日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保　８月２０日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　８月１２日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保★７月２２日昌　午後１時３０分～４時３０分

田　８月１０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　８月２１日晶　午後１時３０分～４時３０分行 政 相 談

田★８月５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　７月１６日昭午前8時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、７月３日晶より受付中）
　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）　　　　　　

　都民体育大会は都内市区町村の団体・個人が対抗戦で夏季、冬季、春季
で行われる歴史のある大会です。
　今年の春季大会では男子卓球競技が優勝、女子卓球競技と男子バドミン
トン競技が３位となりました。男子卓球競技は５年連続の優勝を達成しま
した。
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）
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　違法駐車は、交通渋滞や交通事故の原因になり、救急車や消防車など
の緊急車両の通行の妨げにもなります。車を駐車する際は、駐車場を利
用するなど、ご協力をお願いします。
興駐車車両による事故原因
◎駐車車両に衝突する事故（特に夜間）
◎駐車車両があるため進路変更した際の事故
◎駐車車両前後の飛び出し事故
◎駐車車両による歩行者等の発見の遅れによる事故な

ど

　市では、「西東京市違法駐車等の防止に関する条例」により、田無駅周
辺を「違法駐車等防止重点実施地域」に指定し、交通指導員を配置して、
駐車を抑制する指導と啓発活動などを行っています。
◆道路管理課 　保 （札４３８－４０５７）

違法駐違法駐車車はみんなの迷惑
～駐車場を利用しましょう～
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