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 平成２２年春入校自衛隊看護学生
募集

　防衛省は、来春に入校の看護学生
の採用試験を次のとおり実施しま
す。
□応募資格　１８歳以上２４歳未満で高
校卒業者（見込みを含む）男女
□第１次試験　１０月２４日松
□受付期間　９月７日捷～１０月２日晶
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札４６３－１９８１）

■柳橋保育園から（子育て支援）

①園庭開放　毎週水曜日午前１０時～
午後３時
②母親学級（もく浴、タッチケア）
　時 ８月２７日昭午前１０時～１１時３０分頃
　対 現在、妊娠中の方、子育て中の方
※詳細は、園の掲示板および子育て
支援便りでお知らせします。対象
は、未就園児とその保護者の方
　申 母親学級は１か月前から下記に電話
　問 柳橋保育園（札４６１－３６７３）

 明るく安全な社会を作る『防犯
のつどい』

　時 ８月２５日昇午後１時３０分～３時３０分
　場 柳沢公民館
　内 田無警察署防犯係によるビデオと
講話（振り込め詐欺被害に遭わない
ために、ひったくりから身を守るた
めに、各種犯罪の未然防止策、質疑
応答な

ど）
※自転車で来られた方には、無料で
引ったくり被害防止ネットを取り付
けます。（雨天中止）
　問 西東京市防犯協会
事務局　増田（札４５３－４０３５）
　　　　丸山（札４６２－０５５８）

　なお、当日は動きやすい服装でご
来場ください。
　時 ９月１２日松午後１時～４時
　場 シチズン東京事業所（田無町６－
１－１２）
※駐車場はありませんので、車での
ご来場はご遠慮ください。
　定 ２００人（市内在住または在勤の中学
生以上の方）
　申 ８月３１日捷までに下記に電話。
　問 西東京消防署　警防課救急係
（札４２１－０１１９　内線３８０）

■マンション耐震セミナー

　時 ９月５日松午後１時３０分～
　場 東京都議会議事堂１階「都民ホー
ル」（新宿区西新宿２－８－１）
　内 専門家による講演により、耐震化
の問題点と解決手法を情報提供
　対 マンション管理組合・区分所有者、
マンション管理士な

ど

　定 ２５０人
　申 一般社団法人東京都マンション管
理 士 会（札０３－６４１３－８７２７胃０３－
６４１３－８７２８）
　問 東京都都市整備局住宅政策推進部
マンション課（札０３－５３２０－４９４４　
胃０３－５３８８－１４８１）

３０分～正午、午後１時３０分～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、下記へ※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１ー６ー８　
保谷東分庁舎内札４２５－６６１1）

 「西東京救命講習市民大会」 
参加者の募集 
応急手当を身につけましょう！

　西東京消防署では西東京市医師会
と協力して、いざという時の応急手
当を学んでいただくため、救急医療
週間（９月６日～１２日）の機会を捉
え、市民の皆さんを対象とした救命
講習市民大会を実施します。最近、
様々な施設で目にするＡＥＤの取扱
方法を説明します。奮ってご参加く
ださい。

 シニア対象パソコン教室の９月
受講者募集

◎パソコンの始め方と入力　２日昌
／　￥ 無料／　締 ８月２１日晶
◎パソコン入門講座　４、１１、１８、
２５日の毎金曜日午前（計４回）／　￥ 
６,０００円／　締 ８月２４日捷　
◎ワード初級講座　９日昌・１６日昌
の２日間／　￥ ６,０００円／　締 ８月２８日
晶

◎パソコンの楽しい活用講座　（過
去に受講されたかたの復習や、さら
なるパソコンの活用を学ぶ講座で
す。ワードやエクセル、インターネ
ットその他の楽しい活用講座です。
詳細は資料をご請求ください）／毎
週金曜日午後／　￥ １回１,５００円（過年
に当教室の講座を受講されたかたは
１回無料）
※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／午前９時

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
８月２５日昇・２６日昌・９月３日昭・４日晶
午前９時～正午
※９月３日昭は人権・身の上相談を兼ねる

法 律 相 談
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保

８月２７日昭は午前９時～正午で人権・身の上
相談を兼ねる。
９月1日昇・２日昌・８日昇
午後１時３０分～４時３０分

田★９月３日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保★８月２７日昭　午前９時～正午

田　８月２８日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　９月４日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　９月３日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保　９月１０日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　９月１０日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保　９月１７日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　９月１０日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保　９月１７日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　９月９日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保★８月２６日昌　午後１時３０分～４時３０分

保　９月１４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

保　９月３日昭　午後１時３０分～４時３０分行 政 相 談

保★９月１１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

？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　８月１８日昇午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、８月４日昇から受付中）
　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）　　　　　　

□東伏見教室（東伏見小体育館横）

入会金月謝（円）回数曜日・時間対象教室名

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
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

□西原教室（西原総合教育施設内）

３，０００円
２，５００円月４回昭 午前10時～正午

一般市民男女
書道教室

３，５００円月２回第２・４松　
午前10時～午後5時表装教室

■各種教室　受講者募集

　入会ご希望の方は、お問い合わせください。
　HP http://www.sjc.ne.jp/wtokyo1/
　問 シルバー人材センター（〒２０２－００１3　中町１－６－８・札４２５－６６１１）

 物干し竿の販売者が「２本
で千円」とアナウンスしな

がら巡回していたので呼び止め
た。見せられた品物は物干し竿
としては使い物にならないよう
な貧弱な品物で、別の高い品物
を強く勧められた。お金を持ち
合わせないと言うと銀行で下ろ
すように言われＡＴＭまで着い
てきた。結局２本２万５千円の
ものを購入してしまったが騙さ
れたようで納得できない。領収
書はもらっていない。
 この事例の場合領収書を渡
されておらず、業者の名

称、連絡先も分からず交渉は出
来ませんでした。
　このような移動販
売で品物を購入した
場合、自分から車を
呼び止めて契約して
いるので「訪問販売」
にあたらないと考え
られクーリング・オ
フは適用されませ
ん。ただ、高額な竿
を業者が勝手に切っ
て購入を押し付けら

Ｑ

Ａ

れたり、脅されるなど消費者が
自由に選べる状況にない場合、
「訪問販売」にあたると考えら
れクーリング・オフができる場
合もあります。
　しかし実際は、この事例のよ
うに業者が領収書を渡さなかっ
たり、記載の連絡先がでたらめ
だったりで連絡を取れないこと
が多く、返金されることは大変
難しいです。
　同様の被害は昔からあり、現
在に至っても後を絶ちません。
移動販売業者に安易に声をかけ
ることは注意しましょう。万が
一声をかけてしまったら、まず
金額を充分確認し、納得できな

い場合はきっぱりと
断ることが必要で
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）
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