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AUG 2010 5ＦＭ西東京のホームページで過去に放送した、西東京市の「市からのお知らせ」を聴くことができます。

お役立ちガイお役立ちガイドド

■耐震キャンペーン

興耐震フォーラム
～今日からはじめる耐震化家族会議
　時 ８月２８日松午後２時～５時　
　場 都議会議事堂１階
　定 ２５０人
　申 ファックス・Ｅメールで、氏名・電
話番号・人数を明記し、下記へ。
興木造住宅耐震改修工法・装置等展
示会、耐震相談会
　時 ８月３０日捷～９月１日昌午前１０時
～午後６時（最終日は５時まで）
　場 ＪＲ新宿駅西口
　詳細は、東京都　HP をご覧ください。
　問 東京都都市整備局建築企画課
（札０３－５３８８－３３４８・胃０３－５３８８－
１３５６・死0000168@section.metro.tok
yo.jp）

 浄化槽を使用されている方へ　
浄化槽の維持管理に関する調
査を実施

　調査員が浄化槽を使用されている
家庭や事業者を訪問し、浄化槽の使
用状況を調査するほか、適正な維持
管理の方法などの説明を予定してい
ます。
　対 浄化槽を使用されている方
□調査期間　８月～平成２３年３月
（予定）
　内 ①浄化槽の適正な維持管理な

ど　
　②家庭でできる生活排水対策
□実施機関　鋤東京都生活水環境シ
ステム協会（札０４２－５８９－８７８２）
※東京都が委託。
　問 東京都環境局一般廃棄物対策課
（札０３－５３８８－３５８３）

記し、８月３１日昇（必着）までに下記
へ（応募多数の場合は抽選）。
　問 （公財）東京都農林水産振興財団
（札０４２－５２８－１３５７・胃０４２－５２２－
５３９８・死ayaｰtamura@tdfaff.com）

 第１１回保谷梨まつりのお手伝い
（ボランティア）　募集

　時 ８月１８日昌午後２時から
　場 保谷こもれびホール前広場
　内 ・　定 保谷梨と市内産農産物の即売
会、試食コーナーの手伝い・２人
　申 下記へ電話（先着順）。
　問 西東京市梨生産組合（札４６６－７００８）

 平成２３年春入校　防衛大学校・
防衛医科大学校学生募集

□応募資格　高卒（見込含む）２１歳
未満の男女
□第１次試験　
防衛大…１１月６日松・７日掌
防衛医大…１０月３０日松・３１日掌
□受付　９月６日捷～１０月１日晶
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札４６３－１９８１）

■食育実践者講習会

　時 ・　場 ９月８日昌・ルネこだいら
　内 ①講演「朝ごはんを食べよう！～
生体リズムと栄養～」　②東久留米
市の取り組みについて事例発表
　対 保育園、学校など栄養士、調理員、
教職員などや食育に取り組んでいる
方、またはこれから食育に取り組む
意欲のある方
　講 篠田粧子さ

ん（首都大学教授）ほ
か

　申 ・　問 多摩小平保健所
（札４５０－３１１１）

日午後（計４回）／　￥ ６,０００円／　締 ８
月２６日昭
興パソコンの楽しい活用講座　詳細
は資料請求を／第１～４金曜日午後
（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
※各受講料はテキスト代込み。
　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・
各１０人
　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。
　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）

 農業体験交流会　　　　　　　
女性参加者募集

　時 ９月１１日松午前１０時～午後５時
　場 ＪＲ中央線国立駅南口
　内 東京で農業を営む独身男性と梨狩
りなどの農業体験を楽しむ交流会
　対 ・　定 ２０歳以上の独身女性・１５人
　￥ ２,０００円
　申 ファックス・Eメールで、住所・氏
名・日中連絡先・生年月日・職業を明

 共同募金地域配分（Ｂ配分）の
公募

　東京都共同募金会では、地域配分
（Ｂ配分）を募集しています。申請
額は１０万円～３０万円以内で、対象事
業は、小破修理・活動に必要な備品
購入・事業実施などです。
※施設・団体維持のための運営費は
対象となりません。
　詳細は、東京都共同募金会　HP をご
覧ください。
　HP  http://www.tokyo-akaihane.or.jp/sh
insei/b-haibun.php
　締 ８月３１日昇（必着）
　問 東京都共同募金会（札０３－５２９２－
３１８３・胃０３－５２９２－３１８９・死 haibun
@tokyo-akaihane.or.jp）

 シニア対象パソコン教室       
９月受講者募集

興パソコンの始め方と入力　２日昭
午後１時～４時／　￥ 無料／　締 ８月
２３日捷
興パソコン入門講座　第１～４金曜
日午前（計４回）／　￥ ６,０００円／　締 ８
月２４日昇　
興ワード中級講座　第１～４火曜日
午前（計４回）／　￥ ６,０００円／　締 ８月
２６日昭
興エクセル中級講座　第１～４火曜

？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  ８月１７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、８月３日昇から受付中）
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
８月２４日昇・２５日昌、９月２日昭・３日晶午前９時～正午
※９月２日昭は人権・身の上相談を兼ねる
※９月３日晶は女性弁護士による相談

田

法 律 相 談
９月１日昌・７日昇午後１時３０分～４時３０分
８月２６日昭は午前９時～正午で人権・身の上相談を兼ねる
※９月７日昇は女性弁護士による相談

保

　午前９時～正午
★９月２日昭田人権・身の上

相 談 ★８月２６日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　８月２７日晶田

税 務 相 談
　９月３日晶保

　午後１時３０分～４時３０分
　９月２日昭田

不 動 産 相 談
　９月９日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　９月９日昭田

登 記 相 談
　９月１６日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　９月９日昭田

表示登記相談
　９月１６日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　９月８日昌田

交通事故相談
★８月２５日昌保

　午後１時３０分～４時３０分　９月１３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　９月２日昭保行 政 相 談

　午後１時３０分～４時３０分★９月１０日晶保
相続・遺言・成年
後見等手続相談

 インターネットの求人サイ
トでエキストラのアルバイ

トを募集していたので応募し
た。面接に行くとタレント契約
をしたほうが仕事に有利だと勧
められた。契約後、スクールに
通うことになっていると５０万円
請求され、学生ローンを利用し
て、まず２５万円払った。家族に
反対され、解約したい。
 アルバイトのつもりが、高
額なレッスン料を契約させ

られてしまうという相談や、レ
ッスンを終了しても仕事を一度
も紹介されないなどタレント事
務所に関するトラブルがありま
す。
　この事例の場合、契約書に記
載のある８日間のクーリング・
オフ期間内であったので通知の
書き方、出し方を助言しました。
事業者はクーリング・オフは了
承したものの、実際は返金に時

Ｑ

Ａ

間がかかりました。
　お金の無い学生に消費者金融
で借金させてまで契約させるこ
とは非常に問題があること、業
務を提供するからと結ばせる契
約では、クーリング・オフ期間
は２０日設けなければならないこ
となど問題点を改善するよう事
業者に伝えました。
　このようなトラブルに遭わな
いためには、事務所の実績や経
営内容を調べ、受講内容や料金
が納得いくものかよく検討して
契約することが大切です。
　また、タレント事務所にかか
わらず、仕事をする前に金銭を
負担させようとする契約には注
意が必要です。
　詳細は、消費者センターまで
お問い合わせください。
◆消費者センター
（札４２５－４０４０）
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消費生活相談 Ｑ＆Ａ

入会金月謝回数曜日・時間対象教室名場所

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
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） ３,５００円月２回第２・４松

午前１０時～午後５時表装教室

入会を希望される方は、お問い合わせください。
　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）

■各種教室　受講者募集


