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お役立ちガイお役立ちガイドド
　対 神経難病療養者、家族
　講  毛  束  真  知  子 さん

け づか ま ち こ

　（都立神経病院　言語聴覚士）
　申 １１月１５日捷までに下記へ電話。
　問 多摩小平保健所
（札０４２－４５０－３１１１）

■いきいきさんデー‘１０

　時 １０月３１日掌午前１０時～午後３時
　場 東京老人ホーム
　問 東京老人ホーム実行委員会事務局
（札４６１－２２３０※午前８時３０分～午
後５時）

■緑寿園　文化祭

　時 １０月２８日昭～３０日松
　各日午前１０時３０分～午後３時
　場 緑寿園（新町１－１１－２５）
　内 作品展示、バザー、喫茶な

ど

　問 緑寿園文化祭担当（札４６２－１２０６）

■武蔵野大学摩耶祭

　時 １０月２２日晶～２４日掌
　午前１０時～午後５時
　場 武蔵野大学（新町１－１－２０）
　問 武蔵野大学摩耶祭実行委員会
（札４６８－３１０８）

 平成２３年春入校　陸上自衛隊高
等工科学校生徒募集

　生徒教育３年修了時には高校卒業
資格が取得できます。在学間は、生
徒手当、期末手当が支給されます。
□応募資格　１５歳以上１７歳未満で中
学卒業の男子
□試験日程　１月２２日晶
□受付期間　１１月１日捷～１月７日晶
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札４６３－１９８１）

興パソコンの楽しい活用講座　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
※いずれもテキスト代込み。
　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およ
び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。
※締め切り後でも受講可能な場合が
ありますので、お問い合わせを。
　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）

■東京都看護職再就業支援研修

　現場復帰をお考えの看護職の方へ
再就業を支援します。研修終了後の
就職先の相談にも応じます。
□研修病院　東京白十字病院
（東村山市諏訪町２－２６－１）
□研修　３種類のコースがあるので
１日のみの参加も対応します。
　時 ①１１月９日昇～１７日昌
　②１２月９日昭～１７日晶
　③２月２１日捷～３月１日昇
　対 保健師、助産師、看護師、准看護
師のいずれかの資格があり、離職中
で就業先が決まっていない方
※託児ルームあります。
　問 東京白十字病院・小川
（札０４２－３９１－６１１１）

■神経難病講演会

　時 １１月３０日昇午後２時～４時
　場 多摩小平保健所

□受付
　時 ・　場 １１月１２日晶まで・ほうや福祉
作業所（ひばりが丘３－１－２３）
□物品　台所用品、雑貨、冬物衣類、
おもちゃ、古本、ＣＤな

ど（台所用品、
冬物衣類は新品のみ）
※受付できない物品もありますの
で、事前にお問い合わせください。
　HP  http://business4.plala.or.jp/hfs2939/
　問 ほうや福祉作業所（札４６１－９８１６）

 指名競争入札参加資格審査　　
申込受付

□受付
　時 １０月２５日捷～２９日晶午前９時～１１
時・午後１時～４時
　場 公立昭和病院本館３階（小平市天
神町２－４５０）
　対 平成２３・２４・２５年度に工事請負・
物品供給・業務委託など、当組合と
取り引きを希望される方
　申 指定様式（２種類）により申請。下
記　HP からダウンロード可。
　HP  http://www.kouritu-showa.jp/
　問 公立昭和病院総務課
（札４６１－００５２　内線２２４３）

 シニア対象パソコン教室　　　
１１月受講者募集

興パソコンの始め方と入力　　時 ４
日昭午後１時～４時／　￥ 無料／　締 
１０月２１日昭
興パソコン入門講座　　時 第１～４
金曜日午前（計４回）／　￥ ６，０００円
／　締 １０月２２日晶
興ワード初級講座　　時 第１・２火曜
日午後、第３・５火曜日午前（計４
回）／　￥ ６，０００円／　締 １０月２１日昭
興エクセル初級講座　　時 第１・２火
曜日午前、第３・５火曜日午後（計
４回）／　￥ ６，０００円／　締 １０月２１日昭
興年賀はがき教室（本文）　　時 １１日昭
午前／　￥ １，５００円／　締 １０月２８日昭
興年賀はがき教室（宛名書き）　　時 １１
日昭午後／　￥ ２，０００円／　締 １０月２８日
昭

 福祉有償運送運転者講習会　
「第４回運転ダヨ！！全員集合」

　福祉移送サービスのお手伝いをし
てみませんか？
　時 ・　場 
１１月７日掌・田無総合福祉センター
　　１５日捷・田無自動車教習所
※場所が変更となる場合あり。
　内 道路運送法に定められた「国土交
通大臣認定」の講習
　対 ①普段から車の運転をしている方
②２年間無事故で免許停止を受けて
いない方　③「西東京市移動サービ
ス連絡会」に人材登録をしていただ
ける方　※上記条件を満たす方
　定 ２０人（定員を超えた場合、書類選
考）
　￥ ３，０００円（資料代、認定書代）
　申 申請書に必要事項を記入のうえ、
１０月２２日晶までに、西東京市社会福
祉協議会へ直接持参（郵送不可）。
　詳細は、社協ふれあいのまちづく
り　HP をご覧ください。
　問 社会福祉協議会・小口
（中町１－６－８保谷東分庁舎内・
札４３８－３７７０）

■バザー物品提供のお願い

興社会福祉協議会
　１１月１３日松に西東京いこいの森公
園で行われる市民まつりでチャリテ
ィーバザーを開催します。物品の提
供をお願いします。
□受付
　時 ・　場 １０月１８日捷～１１月５日晶・社
会福祉協議会（保谷東分庁舎１階）
□物品　衣類、日用雑貨、陶器のう
ち新品のもの※品物により受付でき
ないものもあります。
　問 社会福祉協議会
（札４３８－３７７４・胃４３８－３７７２）
興ほうや福祉作業所
　１１月２７日松にほうや福祉作業所で
バザーを行います（雨天決行）。物品
の提供をお願いします。

？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  １０月１８日捷午前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、１０月４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
１０月２６日昇・２７日昌、１１月４日昭・５日晶午前９時～正午
※１１月４日昭は人権・身の上相談を兼ねる
※１１月５日晶は女性弁護士による相談

田

法 律 相 談
１１月２日昇・９日昇午後１時３０分～４時３０分
１０月２８日昭は午前９時～正午で人権・身の上相談を兼ねる
※１１月２日昇は女性弁護士による相談

保

　午前９時～正午
★１１月４日昭田人権・身の上

相 談 ★１０月２８日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１０月２２日晶田

税 務 相 談
　１１月５日晶保

　午後１時３０分～４時３０分
　１１月４日昭田

不 動 産 相 談
　１１月１１日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１１月１１日昭田

登 記 相 談
　１１月１８日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１１月１１日昭田

表示登記相談
　１１月１８日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１１月１０日昌田

交通事故相談
★１０月２７日昌保

　午後１時３０分～４時３０分　１１月８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　１１月４日昭保行 政 相 談

　午後１時３０分～４時３０分★１１月１２日晶保
相続・遺言・成年
後見等手続相談

 テレビショッピングで洋
服５点入りのお楽しみ

袋を購入した。宣伝とは違う品
が入っていたので返品を申し出
たが断られた。仕方がないの
か。
 テレビショッピングでス

チームクリーナーを買
ったが、使い勝手が悪く返品し
たい。
　
 Ｑ１は、婦人服が５点入っ
た福袋のようなもので、宣

伝ではコートやセーター、ブラ
ウス類などでした。相談者の袋
にはコートがなくセーター、ブ
ラウス類のみでした。放映画面
を確認すると、コートが入って
いると約束しているわけではな
く、それらの中から５点を入れ
るということでした。また、返
品不可と表示されており、イメ
ージが違うからというのでは返
品は難しいでしょう。

Ｑ１

Ｑ２

Ａ

　Ｑ２は、返品は“未使用の場
合に限る”とあり、使用した商
品の返品はできないことになり
ます。使用方法など使い方の工
夫ができないか、問い合わせる
ように助言しました。
　
◎テレビショッピングは通信販
売にあたり解約や返品は、その
事業者のルールによります。
　契約の際には返品の有無の確
認をし、返品できる場合でも
「商品到着○日以内」「未開封に
限る」など条件が付いているこ
とがありますので確認しましょ
う。なお、返品について記載の
ないときは商品到着後８日以内
であれば、送料消費者負担で返
品が可能です。
　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


