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AUG 2011 5Ｊ：ＣＯＭチャンネル（地上デジタル放送１１チャンネル）で、西東京市の「市からのお知らせ」のデータ放送をご覧いただけます。

お役立ちガイお役立ちガイドド
　場 都庁都議会議事堂１階都民ホール
　定 ２５０人（要予約）
　申 建築技術支援協会
（札０３－５６８９－２９１１）
※詳細は　HP をご覧ください。
　HP http://www.taishin.metro.tokyo.jp/
　問 東京都都市整備局建築企画課　
（札０３－５３８８－３３６２）

 平成２４年春入校　防衛大学校・
防衛医科大学校学生募集

□応募資格　高校卒業（見込み含む）
２１歳未満の男女
□第１次試験
防衛大（推薦）９月２４日松・２５日掌
防衛大（一般）１１月５日松・６日掌
防衛医大　　１０月２９日松・３０日掌
□受付期間　
防衛大（推薦）９月５日捷～８日昭
防大・医大９月５日捷～１０月３０日掌
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札０４２－４６３－１９８１）

■水道に関するお問い合わせ

【引越し・契約の変更】
札０５７０－０９１－１００（ナビダイヤル）
【料金・漏水修繕な

ど】
札０５７０－０９１－１０１（ナビダイヤル）
※ＰＨＳなどナビダイヤルをご利用
できない場合：札０４２－５４８－５１１０
◆水道局多摩お客さまセンター
受付時間：午前８時３０分～午後８時
（日曜日・祝日を除く）
※漏水事故など緊急のご用件について
は、２４時間３６５日ご案内しています。

■ヨゼフ子どもまつり

　時 ８月２８日掌午前１０時～午後４時
　場 聖ヨゼフホーム（保谷町４－１２－７）
　問 聖ヨゼフホーム事務局（札０４２－４６４
－２２１１・平日午前９時～午後６時）

 「東京の緑を守ろうプロジェクト」
市民活動助成事業説明会およ
びシンポジウム

　時 ８月２０日松午後１時～４時
　場 都庁都議会議事堂１階都民ホール
　内 ①緑を守り育てる市民活動団体へ
の助成事業の説明会　②シンポジウ
ム「みどりを守る知恵を分かち合い、未
来へいかそう」
　定 ２５０人
　申 ８月１８日昭までに、下記へ
　問 ①セブン－イレブン記念財団
（札０３－６２３８－３８７２）
②東京の緑を守る将来会議
（札０３－３２３３－８５５５）
①・②東京都都市整備局緑地景観課
（札０３－５３８８－３３１５）

■耐震キャンペーン

興耐震フォーラム　
～震災を知り、大地震に備える～
　時 ９月５日捷午後２時～５時
　場 都庁都議会議事堂１階都民ホール
　定 ２５０人（要予約）
　申 キャンペーン事務局
（札０３－３８２４－７２３９）
興２大震災から学ぶ賃貸住宅の耐震
対策セミナー＆個別相談会
　時 ９月１０日松午後１時～５時
　場 ・　定 都庁大会議場・５００人（要予約）
　申 日本地主家主協会
（札０３－３３２０－６２８１）
興木造住宅耐震改修工法等展示会、
木造住宅耐震相談会
　時 ８月２９日捷～３１日昌午前１０時～午
後６時（最終日は５時まで）
　場 新宿駅西口広場
※直接会場へ。
興マンション耐震セミナー
　時 ９月３日松午後１時３０分～５時

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およ
び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。
※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０４２－４２５－６６１１）

■小児救急講演会

～知っておきたい！子どもの病気と
パパ・ママがおうちでできるケア～
　時 ９月２９日昭午後１時３０分～３時３０分
　場 ルネこだいら（小平駅南口徒歩３分）
　内 子どもの病気と家庭でのケア
　講  阿  真 京子さ

ん（「知ろう！小児医療　
あ ま

守ろう！子ども達」の会代表）
佐山圭子さ

ん（「知ろう！小児医療　守
ろう！子ども達」の会協力医）
　申 ・　問 多摩小平保健所
（札０４２－４５０－３１１１・胃０４２－４５０－３２６１）

■食育実践者講習会

　時 ９月２２日昭午後２時～４時３０分
　場 清瀬市アミュービル７階（清瀬市
元町１－２－１１）
　内 講演会「朝ごはんに野菜のちから！」
清瀬市の食育活動について事例発表
　講  浮  谷  王  子 さん（ＮＰＯ法人日本食育

うき やま きみ こ

ランドスケープ協会理事長）ほ
か

　対 保育園、学校などの栄養士、調理
員、教職員や食育に取り組んでいる方
または食育に取り組む意欲のある方
　申 ９月１２日捷までに下記へ。
　問 多摩小平保健所
（札０４２－４５０－３１１１）

 福祉有償運送運転者講習会 
『第５回運転ダヨ概全員集合』

　道路運送法に定められた「国土交
通大臣認定」の講習会です。
　時 ・　場 ９月２５日掌・保谷東分庁舎、
１０月３日捷・田無自動車教習所
　対 ①普段から車の運転をしている方②
２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
　定 ２４人（定員を超えた場合は書類選考）
　￥ ３，５００円（資料代、認定書代）
　申 申請書に必要事項を記入のうえ、
９月７日昌までに、西東京市社会福
祉協議会に直接持参（郵送不可）
　問 西東京市社会福祉協議会チェアー
キャブ運行事業担当（中町１－６－８
保谷東分庁舎・札０４２－４３８－３７７０）

 シニア対象パソコン教室の 
９月受講者募集

興パソコンの始め方と入力　　時 １
日昭午後１時～４時／　￥ 無料／　申 
８月２２日捷まで
興パソコン入門講座　　時 ２日晶・９
日晶・１６日晶・３０日晶の午前（計４回）
／　￥ ６，０００円／　申 ８月２３日昇まで
興ワード中級講座　　時 ６日昇・１３日
昇・２０日昇・２７日昇の午前（計４回）／
　￥ ６，０００円／　申 ８月２６日晶まで
興エクセル中級講座　　時 ６日昇・１３
日昇・２０日昇・２７日昇の午後（計４回）
／　￥ ６，０００円／　申 ８月２６日晶まで
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）／
　時 ２日晶・９日晶・１６日晶・３０日晶の午
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
　時 無料講座以外は午前９時３０分～正

？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、８月３日から受付中）
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０４２－４６０－９８０５）・保（札０４２－４３８－４０００）

日　時場所内　容
８月２３日昇、２４日昌、９月１日昭、２日晶
午前９時～正午
※９月１日昭は人権・身の上相談を兼ねる

田

法 律 相 談
８月２５日昭は午前９時～正午で人権・身の上相談を兼ねる
９月６日昇、７日昌　午後１時３０分～４時３０分

保

　午前９時～正午
★９月１日昭田人権・身の上

相 談 ★８月２５日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　８月２６日晶田

税 務 相 談
　９月２日晶保

　午後１時３０分～４時３０分
　９月１日昭田

不 動 産 相 談
　９月８日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　９月８日昭田

登 記 相 談
　９月１５日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　９月８日昭田

表示登記相談
　９月１５日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　９月１４日昌田

交通事故相談
★８月２４日昌保

　午後１時３０分～４時３０分　９月１２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１日昭保行 政 相 談

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

■各種教室受講者募集 （入会を希望される方は、お問い合わせください）
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
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

茶　道
４,０００円月３回捷午前１０時～正午和　裁
２,０００円月２回第２・４昭午前１０時～正午着　付
２,５００円月４回昭午前１０時～正午

一般市民
書　道西原教室

（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

　問 西東京市シルバー人材センター（札０４２－４２５－６６１１）

 パソコンで検索して、簡単
に儲かるという“情報商材”

４万２，０００円を見つけ、クレジ
ットカードで購入した。誰で
も、必ず１００％成功するとあっ
たが、実際は肝心なことは何も
書いてなく、とても儲かるよう
な内容ではなかった。返品する
ので返金してもらいたい。

 “情報商材”とは、その情
報を購入し、そこに書かれ

た情報を利用すると、目的を達
成できるとうたうものです。
　「簡単にもうかる方法」「誰で
も楽に語学をマスターできる」
「パチンコ、競馬必勝法」「簡単
にやせられる」などがあります。
　販売会社に最初の説明と実際
の内容が違ったということを文
書にして送り、返金を申し出る
よう助言しました。クレジット
会社にもこの内容で交渉中につ

Ｑ

Ａ

き請求を待ってもらうことを申
し出るよう伝えました。
　ネットでの購入は通信販売に
あたるので、返品に関する特約
の記載がなければ８日間は返品
が可能と考えられますので、そ
の確認も必要です。
　この業者は返金に応じました
が、実際は一度支払った代金を
取り戻すことは非常に困難で
す。クレジット払いなどでは返
金されるケースもありますが、
非現実的な話や違法行為につな
がるような情報が多く、取るに
足らない内容も多いようです。
「試しても達成できなかったら
返金します」などと安心させる
ケースもあるようですが、購入
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０４２－４２５－４０４０）

情
報
商
材
に
注
意

消費生活相談 Ｑ＆Ａ


