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NOV 2010 5ＦＭ西東京のホームページで過去に放送をした、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
と変更はありません。
興変更箇所
□住所　府中市朝日町３－１６－２２
（京王線飛田給駅北口から徒歩１３分）
□電話番号　（札０４２－３５８－１４１１）
□ファックス（胃０４２－３５８－１４１２）
　問 軽自動車検査協会東京主管事務所
多摩支所（札０４２－５２５－４３６０）

■第１回小児科研修会

　アレルギー専門で経験豊富な先生
のお話です。
　時 １１月２１日掌午後１時３０分開場
　午後２時～４時　
　場 東村山市市民ステーション　サン
パルネ
　講  小  保  内  俊  雅 さん（多摩北部医療セン

お ぼ ない とし まさ

ター小児科医長）
　 背  黒  美  千  子 さん（同栄養科）

せ ぐろ み ち こ

□共催　東村山市教育委員会
　問 多摩北部医療センター・新井
　（札０４２－３９６－３８１１）

■小児救急講演会

　０ 歳～３歳の子どもの家庭での
事故防止についての講演会です。
　時 １月１９日昌午後２時～４時
　場 東村山市市民ステーション　サン
パルネ
　講  山  中  龍  宏 さん（緑園こどもクリニッ

やま なか たつ ひろ

ク院長）
　申 ・　問 多摩小平保健所
（札４５０－３１１１・胃４５０－３２６１）

■小学生マナーキッズテニス教室

　時 １２月１８日松
　午前１０時～午後０時３０分
　場 早稲田大学東伏見室内コート
　￥ １，０００円
　問 早稲田大学庭球部（札４６９－３４８７）

（〒２０２－００１３中町１ー６ー８保谷
東分庁舎・札４２５－６６１１）

■税務署から

～相続または贈与等に係る生命保険
契約や損害保険契約等に基づく年金
の税務上の取扱いの変更について～
　相続、贈与等により取得した生命
保険契約や損害保険契約等に係る年
金の所得税の取り扱いを改めること
としました。
　この取り扱いの変更により、所得
税の還付を受けることができる場合
があります。詳細は、下記国税庁　HP 
をご覧いただくか、最寄りの税務署
にお問い合わせください。
　HP www.nta.go.jp
　問 東村山税務署（東村山市本町１－
２０－２２・札０４２－３９４－６８１１※自動音
声の案内に従い、「０」を選択）

 青色決算説明会　　　　　　　
消費税等説明会

　時 １２月３日晶
不動産所得者：
午前１０時～午後０時１０分
事業所得者：
午後１時３０分～４時４０分
　場 防災センター６階
※個別相談は行いませんので、あら
かじめご了承ください。
　問 東村山税務署
（札０４２－３９４－６８１１ 内線４９０）

 軽自動車検査協会東京主管事務
所多摩支所の移転

　軽自動車検査協会東京主管事務所
多摩支所は、国立市から府中市に移
転し、１２月６日捷から業務を開始し
ます。なお、名称・管轄区域は現在

金曜日午前（計４回）／　￥ ６，０００円／
　締 １１月２２日捷
興ワード中級講座　　時 第１～３火
曜日、２２日昌午後（計４回）／　￥ ６，０００
円／　締 １１月２５日昭
興エクセル中級講座　　時 第１～３
火曜日、２２日昌午前（計４回）／　￥ 
６，０００円／　締 １１月２５日昭
興年賀はがき教室（本文）　　時 ９日昭
午前／　￥ １，５００円／　締 １１月２９日捷
興年賀はがき教室（宛名書き）　　時 ９
日昭午後／　￥ １，５００円／　締 １１月２９日捷
興パソコンの楽しい活用講座
　時 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）※受講
料はいずれもテキスト代込み。
午前…午前９時３０分～正午
午後…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。
　問 シルバー人材センター

 「福祉のしごと　相談・面接会」
（地域密着型面接会）

　時 １１月２５日昭午後１時３０分～４時
（午後３時３０分まで受付）
　場 田無庁舎２階
　対 身近な地域で、自分の空いている
時間を活かして福祉の仕事をしてみ
たいとお考えの方。
　問 社会福祉協議会（札４３８―３７７４）

■成年後見制度　講演会・相談会

　時 １１月２７日松
興講演会　午後１時３０分～３時
　講  武  藤  進 さん（司法書士）

む とう すすむ

興相談会　午後３時～５時
　定 約８０人
　場 防災センター６階
　問 権利擁護センター　あんしん西東京
　（札４３８－３７７６）

 シニア対象パソコン教室　　　
１２月受講者募集

興パソコンの始め方と入力　　時 ２
日昭午後１時～４時／　￥ 無料／　締 
１１月２２日捷
興パソコン入門講座　　時 第１～４

？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  １１月１７日昌午前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、１１月４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
１１月２４日昌、３０日昇、１２月２日昭、３日晶午前９時～正午
※１２月２日昭は人権・身の上相談を兼ねる
※１２月３日晶は女性弁護士による相談

田

法 律 相 談
１１月２９日捷、１２月１日昌、７日昇、８日昌午後１時３０分～４時３０分
１１月２５日昭は午前９時～正午で人権・身の上相談を兼ねる
※１２月７日昇は女性弁護士による相談

保

　午前９時～正午
★１２月２日昭田人権・身の上

相 談 ★１１月２５日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１１月２６日晶田

税 務 相 談
　１２月３日晶保

　午後１時３０分～４時３０分
　１２月２日昭田

不 動 産 相 談
　１２月９日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１２月９日昭田

登 記 相 談
　１２月１６日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１２月９日昭田

表示登記相談
　１２月１６日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１２月８日昌田

交通事故相談
★１１月２４日昌保

　午後１時３０分～４時３０分　１２月１３日捷田
年金・労災・雇用
保険・人事一般相談

　午後１時３０分～４時３０分　１２月１７日晶田行 政 相 談

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

 自宅パソコンでホームペー
ジを検索中にアダルトサイ

トに入ってしまった。１８歳以上
かどうかの問いに「ハイ」をク
リックしたところ、「登録あり
がとうございました。登録料を
振り込んでください」という画
面が出て、パソコンを立ち上げ
なおしても消えなくなってしま
った。
　登録料を支払わなくてはなら
ないか。
 インターネットでの契約は
通信販売に該当します。契

約が成立するためには、いつ、
何を、いくらで、いくつ、誰が
販売し、誰が買うかなど、契約
の意思が双方で一致しなければ
なりません。
　年齢をクリックしただけでは
契約が成立したとはいえず、登
録料を支払う義務はありませ

Ｑ

Ａ

ん。
　また、退会するなら連絡する
ようになどの記載がある場合も
ありますが、入会をしていない
ので退会手続きは必要ありませ
ん。連絡すると個人情報を聞き
出されて、さらなる請求につな
がりかねません。
　面倒なので支払っておしまい
にしようと思い一度でも支払っ
てしまうと、登録は２か所だっ
たなどと追加の請求を受ける可
能性があります。
　パソコンの画面から「登録料」
の請求を消す方法は、下記独立
行政法人情報処理推進機構（Ｉ
ＰＡ）　HP を参考にしてください。
　HP http://www.ipa.go.jp/
　詳しく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）

パ
ソ
コ
ン
に
請
求
画
面
が
張
り
付
い
て
し
ま
っ
た

消費生活相談 Ｑ＆Ａ

　平成２１年度中に発生した火災５，６０１
件の内、暖房器具に関する火災は１６６
件でした。１１月は空気が乾燥し始め、
火災が非常に発生しやすい時季です。
この機会に暖房器具の安全な取扱方法
についての知識を深めましょう。
興暖房器具からの火災・事故を防ぐポ
イント
①ストーブの近くで衣類を乾燥させな
い。
　ハロゲンヒーターの近くや、ストー
ブの上で洗濯物を乾燥させると、落下
したときに、火災が発生する恐れがあ
ります。
②寝る時や外出するときには必ず火を
消す。
　布団などが接触し、火災となる恐れ
があるので、寝る時や外出するときに
は、必ず火を消しましょう。

③石油ストーブへ給油するときは、以
下のことを確認してから行いましょう。
（１）給油時は必ず消火し、火が消えた
ことを確認しましょう。
（２）灯油を給油するときには、火の気
のない別なところで給油しましょう。
（３）カートリッジタンクをセットする
ときには、火の気のないところで一度
ひっくり返し、漏れがないことを確認
してからセットしましょう。
　暖房器具による一酸化炭素中毒は、
石油やガスの不完全燃焼により発生
し、最悪の場合、死に至る可能性があ
ります。一酸化炭素中毒は十分な換気
を行うことによって防止できます。室
内において、石油ストーブやガス器具
を使用する場合は換気に十分注意して
ください。
　問 西東京消防署（札４２１－０１１９）

暖房器具の使用上の注意点！


