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？お困りのときに無料相談？お困りのときに無料相談！！

  一般相談（予約不要）
日　時場　所

毎週月曜日～金曜日午前８時３０分～午後５時　市民相談室　田・保

専門相談（予約制）　
　申  ６月１７日昭午前８時３０分から希望する庁舎の市民相談室へ直接また
は電話（★印は、６月３日昭から受付中）
なお、予約開始日は大変込み合いますので、ご了承ください。
　問  市民相談室 田（札４６０－９８０５）・保（札４３８－４０００）

日　時場所内　容
６月２２日昇、２３日昌、７月１日昭、２日晶午前９時～正午
※７月１日昭は人権・身の上相談を兼ねる
※７月２日晶は女性弁護士による相談

田

法 律 相 談
６月２４日昭は午前９時～正午で、人権・身の上相談を兼ねる
７月６日昇、７日昌　午後１時３０分～４時３０分
※７月６日昇は女性弁護士による相談

保

　午前９時～正午
★７月１日昭田人権・身の上

相 談 ★６月２４日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　６月２５日晶田

税 務 相 談
　７月２日晶保

　午後１時３０分～４時３０分
　７月１日昭田

不 動 産 相 談
　７月８日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　７月８日昭田

登 記 相 談
　７月１５日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　７月８日昭田

表示登記相談
　７月１５日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　７月１４日昌田

交通事故相談
★６月２３日昌保

　午後１時３０分～４時３０分　７月１２日捷保
年金・労災・雇用
保険・人事一般相談

　午後１時３０分～４時３０分　７月１日昭保行 政 相 談

　午後１時３０分～４時３０分★７月９日晶保
相続・遺言・成年
後見等手続相談

らせします。
　対 小学生以上（社会人も可）
　定 各施設・団体の定員になり次第締
め切り。
　￥ 小学生２００円、中学生以上５００円
※参加費のほかにボランティア保険
（３００円～１,４００円）への加入が必要
です。詳細はお問い合わせください
（平成２２年度加入済みの方は不要）。
　申 ６月１８日晶～７月３日松までに本
人が下記へ来所（日曜日を除く）。
　問 西東京ボランティア・市民活動セ
ンター（田無町５－５－１２田無総合
福祉センター４階・札４６６－３０７０）

 第６０回はたらく消防の写生展＆
西東京セーフキッズセミナー

　はたらく消防の写生展は、市内の
１６校の小学校から、約１,７００人の参加
があり、今回は子ども達の力作１５５
点の作品を展示します。
　同時に、子どもを事故から守り、子ど
もと一緒に応急手当を学ぶ西東京セ
ーフキッズセミナーを開催します。
興第６０回はたらく消防の写生展
　時 ７月１７日松午後２時～７時
１８日掌午前１０時～午後５時
　場 きらっと
興西東京セーフキッズセミナー
　時 ７月１７日松午後２時～４時
　場 きらっと
　問 西東京消防署（札４２１－０１１９）

 シニア対象パソコン教室　    
７月受講者募集

興パソコンの始め方と入力　１日昭
午後１時～４時／　￥ 無料／　締 ６月
２１日捷
興パソコン入門講座　２、９、１６、
２３日金曜日午前（計４回）／　￥ ６，０００
円／　締 ６月２１日捷
興ワード初級講座　６、１３、２０、２７
日火曜日午前（計４回）／　￥ ６，０００
円／　締 ６月２５日晶
興エクセル初級講座　６、１３、２０、
２７日火曜日午後（計４回）／　￥ ６，０００
円／　締 ６月２５日晶
興パソコンの楽しい活用講座　詳細
は資料請求を／２、９、１６、２３日金
曜日午後各４回／　￥ １回１，５００円（過
年に当教室の講座を受講された方は
１回無料）
　いずれも午前９時３０分～正午、午
後１時３０分～４時
　場 シルバー人材センター東伏見教室
※受講料はいずれもテキスト代込み。
　対 ・　定 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・いずれも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
　問 西東京市シルバー人材センター
（〒２０２－００１３　中町１－６－８　
保谷東分庁舎・札４２５－６６１１）

 「夏！体験ボランティア西東京
２０１０」参加者募集

□活動期間　７月１６日晶～８月３１日
昇の数日間（体験先により異なる）
興参加者説明会　７月１０日松　
　時間、場所は参加申込み時にお知

 ２年前に未公開株を持って
いると上場したときに高値

がつきもうかると勧められ購入
した。上場予定は１年後と聞い
たが上場されない。
 未公開株とは証券取引所に
上場していない株のことで

す。未公開株が上場し高い初値
をつけたと報道されることがあ
りますが、高値をつけて上場さ
れるような株は証券会社が長年
取り引きのある顧客に販売する
ことが多い商品で、取り引きの
ない消費者に電話勧誘で販売す
るような商品ではありません。
また、上場していなければ持っ
ていても売却できる保証はあり
ません。
簡単にもうかるという話には手
を出さないほうが賢明です。

 持っている未公開株を高値
で買い取ると事業者から電

話があった。買ってくれるのな
ら多少損しても売りたいが信用
できる業者だろうか。

Ｑ

Ａ

Ｑ

 未公開株に関する勧誘の手
口が「未公開株を買いませ

んか」から、「持っている未公開
株を買い戻します」と変化して
きています。
買ってしまって損をしたと思っ
ている方に巧みに持ちかけま
す。しかし、消費者が未公開株
を購入したとの情報を持ってい
ること自体がおかしなことで
す。
　未公開株を売った事業者から
情報が流出していると考えるべ
きでしょう。
　買い戻すので手数料を振り込
めなどといわれ、さらに被害を
大きくしてしまう可能性もあり
ます。
　不審な話はきっぱり断りまし
ょう。
　詳しくは消費者センタへ。
◆消費者センター消費生活相談
室（札４２５－４０４０）

Ａ

未
公
開
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意

消費生活相談 Ｑ＆Ａ
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興もし、次のような電話がかかってき
たら、必ず家族や親戚に連絡して事実
を確認してください！
脅息子さんやお孫さんから「携帯電話
の番号が変わった」
脅警察官や金融機関などから「あなたの口
座が振り込め詐欺に利用された」
脅市役所などの行政職員から「医療費
の還付があるので」

～最近の手口はこれだ！～
①急がせる、慌てさせる。
「会社のお金を使い込んだ、監査でみ
つかる」「友人の借金の保証人になっ
た」と言って「今日中にお金が必要」
「時間がない」と急がせる。
②誘い出す。
「医療費の返還がある、手続きは今日
まで」「ATMの前から携帯電話で連絡

　陽気も暖かくなるとともに、日も
長くなり、外で遊ぶ時間も少しずつ
長くなります。小学生に対する不審
者からの声かけなど、被害の特徴と
して、午後２時～６時に多発してい
ます。自分の身を守るため、子ども
に次の４つの約束を繰り返し教え、
防犯意識を身につけさせましょう。
①知らない人についていかない。
②ひとりで遊ばない。
③外に出かけるときは、おうちの人
に「誰と、どこで何をするか、何
時ころ帰ってくるか」を言って出
かける。
④連れていかれそうになったら、大
声で「たすけてー！」と叫ぶ。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

　学校での「いじめ」や家庭内での
児童虐待は依然として数多く発生し
ています。これらの子どもをめぐる
さまざまな人権問題の解決を図るた
め、全国一斉「子どもの人権１１０番」
強化週間を実施します。

興子どもの人権１１０番
錆 ０１２０－００７－１１０（全国共通番号）
□期間　６月２８日捷～７月４日掌
午前８時３０分～午後７時
（土・日曜日は午前１０時～午後５時）
□相談者・担当者
人権擁護委員、法務局職員
　問 東京法務局人権擁護部第二課
（札０３－５２１３－１３６８）
◆協働コミュニティ課 　保 
（札４３８－４０４６）

子どもの人権１１０番
強化週間６月２８日捷～７月４日掌

よい子の約束！
～４つの約束を繰り返し教えてください～

振り込め詐欺発生！他人事ではありません振り込め詐欺発生！他人事ではありません！！
～　不審な電話は110番！　～

してください、手続きを教えます」な
どと言って、誘い出す。
③直接取りにくる。
　はじめに「これから取りにいく」と
いい、直前に「行けなくなった、代わ
りに会社の人が受け取りに行く」など
と言って、自宅へ直接取りに来る。
④キャッシュカードをだまし取る。
　警察官や銀行員などに成りすまして
「口座からお金が引き出されている」「キャ
ッシュカードを変更する必要がある」などと
言って、キャッシュカードをだまし取り、暗証
番号を教えさせる。
興電話だけで、知らない口座にお金を
振り込んだり、家族以外にお金やキャ
ッシュカードを絶対に手渡さないでく
ださい。
　問 田無警察署（札４６７－０１１０）
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）


