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お役立ちガイお役立ちガイドド
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札０４２－４６３－１９８１）

■健康づくり調理師研修会

　時 ・　場 第１回：７月２７日昇・８月３日
昇　第２回：８月２６日昭・９月２日
昭午後２時～４時・多摩小平保健所
　内 料理の色使いからヘルシーにおい
しくみせる方法などを学びます。
　対 調理業務に携わっている方
　￥ ５００円
　申 第１回は７月２０日昇、第２回は８
月１８日昌までに下記へ電話
　問 多摩小平保健所（札４５０－３１１１）

■柳橋保育園の子育て支援！

①園庭開放
　時 毎週水曜日午前１０時～午後３時
②親子で遊ぼう　水遊び
　時 ７月２３日晶午前１０時～１１時
③母親学級（もく浴、タッチケア）
　時 ８月２７日晶・１０月８日晶
　午前１０時～１１時３０分
④かんたんダンスとピラティス
　時 ８月４日昌・２５日昌
　午前１０時～１１時３０分
　対 未就園児とその保護者
　（③は妊婦、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。
　申 ①以外は、１か月前から電話受付。
　問 柳橋保育園（札４６１－３６７３）

■営業用はかりの定期検査

　商店での取り引きや学校、病院な
どでの証明に使用する「はかり」は、
２年に１度の検査を受けなければな
りません。
　検査対象者には、東京都計量検定
所より、はがきで事前に通知しま
す。
※通知の無かった方、新たにはかり
を使用するようになった方、はかり
を使用しなくなった方は、お問い合
わせください。
　時 ８月２３日捷～９月１６日昭（土・日
曜日、祝日を除く）
　￥ ５００円から（検査料。機種による）
　問 東京都計量検定所
（札０３－５４７０－６６３８）

 ２２年度　排水設備工事責任技術
者共通資格試験

　時 １０月１７日掌午前１０時～正午
　場 青山学院大学・青山キャンパス９
号館（地下鉄「表参道駅」下車徒歩
５分）
　￥ ６，０００円（受験手数料）
□申込書な

ど　７月２６日捷から下水
道課（保谷庁舎５階）で配布。
　申 ８月３日昇～９月１日昌（郵送）
◆下水道課 　保 （札４３８－４０６０）

 ２３年春採用（第２回） 
一般曹候補生募集

　自衛隊は、来年春に採用の陸海空
一般曹候補生の採用試験を実施しま
す。
　対 １８歳以上２７歳未満の男女
　（平成２３年４月１日現在）
□試験　１次…９月１８日松
　申 ８月１日掌～９月１０日晶

昇、２４日昇、３１日昇午後（計４回）
／　￥ ６，０００円／　締 ７月２９日昭（必着）
興パソコンの楽しい活用講座　詳細
は資料をご請求ください／３日昇、
６日晶、２０日晶、２７日晶午後（計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）
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
　対 ・　定 パソコンの始め方と入力・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
保谷東分庁舎内・札４２５－６６１１）

 ２５年東京国体開催決定 
記念イベント

　２５年東京国体の開催決定にあわ
せ、競技体験、小学生吹奏楽団の演
奏会など記念行事を開催します。
　スタンプラリーや抽選会で東京国
体グッズなどをプレゼント。
　時 ７月３１日松午前１０時～正午
　場 都庁都民広場
　問 東京都準備委員会事務局
（札０３－５３８８－２４９７）

 チャリティー・市民ゴルフ大会
参加者募集

　地域福祉事業を推進するための財
源づくりを目的としています。
　時 ９月１４日昇（雨天決行）
　場 西武園ゴルフ場（所沢市荒幡１４６４）
（札０４－２９２５－８１１１）
　￥ ４，０００円（パーティ代、賞品代、チ
ャリティーを含む）
※プレーフィー１万６，５００円【昼食代
（飲み物別）、キャディフィー、乗用
カート、利用税、消費税込み】は当
日徴収。
□競技方法　１８ホールストロークプ
レイ（新ぺリア方式）
　申 ７月１日昭から市内ゴルフ練習場
などへ
　問 社会福祉協議会（札４３８－３７７４）

 シニア対象パソコン教室　　　
８月受講者募集

興パソコンの始め方と入力　５日昭
午後１時～４時／　￥ 無料／　締 ７月
２３日晶（必着）
興パソコン入門講座　３日昇、６日
晶、２０日晶、２７日晶午前（計４回）
／　￥ ６，０００円／　締 ７月２２日昭（必着）
興ワード初級講座　１０日昇、１７日
昇、２４日昇、３１日昇午前（計４回）
／　￥ ６，０００円／　締 ７月２９日昭（必着）
興エクセル初級講座　１０日昇、１７日

？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  ７月２０日昇午前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、７月５日捷から受付中）
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
７月２７日昇、２８日昌、８月５日昭、６日晶午前９時～正午
※８月５日昭は人権・身の上相談を兼ねる
※８月６日晶は女性弁護士による相談

田

法 律 相 談
８月３日昇、４日昌、１０日昇午後１時３０分～４時３０分
※８月３日昇は女性弁護士による相談

保

　午前９時～正午
★８月５日昭田人権・身の上

相 談 ★７月２２日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　７月２３日晶田

税 務 相 談
　８月６日晶保

　午後１時３０分～４時３０分
　８月５日昭田

不 動 産 相 談
　８月１２日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　８月１２日昭田

登 記 相 談
　８月１９日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　８月１２日昭田

表示登記相談
　８月１９日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　８月１１日昌田

交通事故相談
★７月２１日昌保

　午後１時３０分～４時３０分　８月９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　８月２０日晶保行 政 相 談

　午後１時３０分～４時３０分★８月４日昌保
相続・遺言・成年
後見等手続相談

　時 ８月２１日松午後２時から
　場 市民会館※車での来場不可。

　対 小平市・東村
山市・清瀬市・
東久留米市・西
東京市在住・在
学の小・中学生
とその保護者
（小学１～３
年生は保護者
同伴）
　定  ５００人

　申 はがきに、イベント名・開催日・
郵便番号・住所・電話番号・観覧者
全員の氏名・年齢（学校名、学年）
を記入し、７月２６日捷（必着）までに
申込。多摩六都科学館　HP からも可。
※申込多数の場合は、抽選。
※車いすでの入場を希望する方は、
「車いす入場希望」と明記。
※世帯毎に申し込み。
　問 多摩六都科学館
（〒１８８－００１４　芝久保町５－１０－
６４・札４６９－６１００）

★多摩・島しょ子ども体験塾

 「チャーリー西村のたまろくとサイエンスショー」

チャーリー西村さ
ん

 職場に投資用マンションの
勧誘の電話がしつこくかか

ってくる。忙しいからと電話を
切ってもすぐにかけてくるの
で、周りの人に迷惑がかかると
思い、職場で会う約束をしてし
まった。どうしたらよいか。
  この事例の場合、事業者の
連絡先がわからなかった

ので会う約束をキャンセルでき
ませんでした。営業員と会う時
は上司や同僚に同席してもらい
一人で会わないようにするこ
と、しっかりと断り、今後勧誘
をしないようにきちんと伝える
ことを助言しました。
　マンション販売の勧誘電話が
かかってきた場合、買う気が無
ければ、断りすぐに電話を切り
ましょう。

Ｑ

Ａ

　相手を納得させようと理由を
つけて断ると逆に断りにくくな
ってしまう事があります。「お
金が無いから」と言って断ると、
「おまえの年収はいくらだ、月
に○万円なら支払えるだろ」と
いって話を進めるケース、「興
味が無いから」と言えば「話を
聞かないうちに興味がないとは
何事だ、最後まで話を聞いてか
ら判断しろ」と言って相手のペ
ースに巻き込まれてしまうケー
スなどです。
　ポイントは相手の話を聞かず
にすぐに電話を切ることです。
悪質な業者の脅迫や暴力を受け
た場合は警察へ申し出てくださ
い。
◆消費者センター
（札４２５－４０４０）
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消費生活相談 Ｑ＆Ａ


