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消費生活相談 Ｑ＆Ａ
 「いらない着物を買取りた
い」と電話があり、家に訪

問したいと言われた。そのよう
な業者は信用できるか。
 最近「不要な着物はないか」
などの電話の後に来訪する

訪問買取の相談が増加していま
す。「着物や貴金属を高く買い
取ります」と言って直接訪問し
てくる業者もあります。
　着物を見た後に、「見るだけ
なので、貴金属も見せて
ほしい」と言われたり、
勝手に部屋を物色して、
半ば強引に貴金属まで買
い取られてしまうケース
が多いようです。
　業者の訪問による買い
取りの場合はクーリン

Ｑ

Ａ

グ・オフができません。また、
すぐに取消したいと申し出て
も、「すでに処分したから手元
にない」などと言って、取り戻
せないことがほとんどのようで
す。
　買取りを断ると業者が居直っ
て、怖い思いをしたという話も
聞きます。
　会うと相手のペースに乗せら
れて、断りづらくなるので、業

者の訪問を受けることは
慎重に考えましょう。
　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）
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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

月～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 ２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、２月３日昭から受付中）
なお予約開始日は大変混み合いますので、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
２月２２日昇・２３日昌、３月３日昭・４日晶午前９時～正午
※３月３日昭は人権･身の上相談を兼ねる
※３月４日晶は女性弁護士による相談

田

法 律 相 談
２月２４日昭は午前９時～正午で人権・身の上相談を兼ねる
３月１日昇、２日昌　午後１時３０分～４時３０分
※３月１日昇は女性弁護士による相談

保

　　　午前９時～正午
★３月３日昭田人権・身の上

相 談 ★２月２４日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　２月２５日晶田

税 務 相 談
　３月４日晶保

　午後１時３０分～４時３０分
　３月３日昭田

不 動 産 相 談
　３月１０日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　３月１０日昭田

登 記 相 談
　３月１７日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　３月１０日昭田

表示登記相談
　３月１７日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　３月９日昌田

交通事故相談
★２月２３日昌保

　午後１時３０分～４時３０分　３月１４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　３月３日昭保行 政 相 談

　午後１時３０分～４時３０分★３月１１日晶保
相続・遺言・成年
後見等手続相談

お役立ちガイお役立ちガイドド

　定 各３０人（予約制・先着順）
柑３０歳代対象「正社員を目指す７日
間のセミナー」
　時 ３月８日昇～１６日昌（全７日間）　
午前１０時～午後５時
※日程により変動あり。
　定 １５人（選考あり）
　申 ２月２３日昌までに下記へ。
　場 全て東京しごとセンター多摩
（ＪＲ国分寺駅南口徒歩５分）
　問 東京しごとセンター多摩
（札０４２－３２９－４５２４）

■内閣府青年国際交流事業

　内閣府では、平成２３年度に実施す
る国際交流事業（「国際青年育成交
流」、「日本・中国青年親善交流」、「日
本・韓国青年親善交流」、「青年社会
活動コアリーダー育成プログラム」、
「世界青年の船」、「東南アジア青年
の船」）の参加青年を募集しています。
内閣府　HP http://www.cao.go.jp/koryu/
　問 内閣府子ども若者・子育て施策総
合推進室国際企画担当
（札０３－３５８１－１１８１）

■消防職員の募集

　試験案内、パン
フレットの請求や
採用情報は、下記
へ電話または、　HP 
をご覧ください。
興採用に関するお
問い合わせな

ど

（札０１２０－１１９－８８２　フリーダイヤル
平日午前８時３０分～午後５時１５分）
東京消防庁　HP http://www.tfd.metro.to
kyo.jp
　問 西東京消防署（札４２１－０１１９）

　時 ２月２６日松午後１時３０分～４時
　場 西東京市民会館
興基調講演
　講 山本美香さ

ん（東洋大学ライフデザ
イン学部准教授）
興シンポジウム
パネラー：社会福祉協議会職員（小
平市・東村山市・西東京市）
※このフォーラムは西東京市社会福
祉協議会１０周年記念事業の一環とし
て行います。
□主催　北多摩北部ブロックの社会
福祉協議会、東京都社会福祉協議会
□後援　東京都・武蔵野市・小平市・
東村山市・清瀬市・東久留米市・西
東京市
　問 東京都社会福祉協議会・地域福祉
担当（札０３－３２６８－７１８６）、西東京市
社会福祉協議会（札４３８－３７７４）

■子育てサロン開設講座

　子育てサロンとは、子育て中の親
子が気軽に集まって、地域で仲間作
りと情報交換ができる場です。この
講座は、子育てサロンを始めるため
に必要なことを学びます。
　時 ２月２３日昌午前１０時～正午
　場 保谷庁舎別棟
　定 ２０人（申込多数の場合は抽選）
　申 ２月１８日晶までに下記へ。
　問 西東京市社会福祉協議会
（札４３８－３７７１・胃４３８－３７７２・
死 furemachi20@n-csw.or.jp）

■しごとセンター多摩の就業支援

敢３４歳以下対象「自信が持てる応募
書類講座＆面接対策講座」
　時 ①２月２２日昇　②２３日昌
各午後１時３０分～４時３０分
　内 ①応募書類講座　②面接対策講座

は資料をご請求ください）　　時 ４日
晶・１１日晶・１８日晶・２５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）
※受講料は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
　時 午前９時３０分～正午、午後１時３０
分～４時
　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）。
　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）

 地域福祉フォーラム　「地域をささ
える問題発見・解決機能を考える」

　地域で毎日起こる問題を解決して
住民が安心して暮らせるまちづくり
を進めるために、住民・行政・関係
機関・社会福祉協議会の役割や、こ
れからの取り組みを考えます。

■柳泉園組合　　　　　　　　
嘱託員・臨時職員募集

□雇用期間　４月１日晶から
□募集人員　嘱託員１人、臨時職員
８人
　締 ２月２８日捷午後５時 
　詳細は、柳泉園　HP または下記へお
問い合わせください。
　問 柳泉園組合総務課（札４７０－１５４５）

 シニア対象パソコン教室　　　
３月受講者募集

興パソコンの始め方と入力　　時 ３日
昭午後１時～４時／　￥ 無料／　締 ２
月２１日捷
興パソコン入門講座　　時 ４日晶・１１
日晶・１８日晶・２５日晶午前（計４回）／
　￥ ６,０００円／　締 ２月２１日捷
興ワード中級講座　　時 ８日昇・１５日
昇・２２日昇・２９日昇午後（計４回）／　￥ 
６,０００円／　締 ２月２５日晶
興エクセル中級講座　　時 ８日昇・１５
日昇・２２日昇・２９日昇午前（計４回）／
　￥ ６,０００円／　締 ２月２５日晶
興パソコンの楽しい活用講座（詳細

　警視庁では、振込め詐欺被害の増加
に伴い、２月１日昇～２８日捷の間、撲
滅月間を実施しています。
興犯行例１
　もしこ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。
①息子さんやお孫さんから
「携帯電話の番号が変わった」
②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」
③市役所などの行政職員から
「医療費の還付があるので」
興犯行例２
　電話だけで知らない口座にお金を振
り込んだり、家族以外の方にお金やキ
ャッシュカードを絶対に手渡さないで

ください。犯人は巧みな言葉で何度も
電話をかけてきます。だまされないで
ください。
①「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「医療費の返還がある、手続きは今
日まで」などと言って、誘い出す。
③「宅配業者を向かわせる」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。
　問 田無警察署
（札４６７－０１１０　内線２６１２）
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

振り込め詐欺被害多発！
不審な電話はすぐ１１０番！

振り込め詐欺撲滅月間実施中！！


