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SEP 2011 5「西東京市ごみ・資源物収集日程（１０月～平成２４年９月分）」を広報西東京９月１５日号と一緒に配布していますので、ご覧ください。

お役立ちガイお役立ちガイドド
　問 小平市企画政策部秘書広報課
（札０４２－３４６－９５０８）

■被災地応援ツアーの助成

　東日本大震災で被災した岩手県・
宮城県・福島県の観光振興と地域経
済復興のため、都内旅行業者が行う
「被災地応援ツアー」の参加者１人に
つき１泊３,０００円（２泊まで）を助成。
□期間　９月～平成２４年２月
（延べ５０,０００泊に達した時点で終了）
　対 都内在住・在勤・在学者
※詳細は、東京観光財団　HP を。
　問 東京都産業労働局観光部振興課
（札０３－５３２０－４７３１）
東京観光財団（札０３－５８４０－８８９０）

 オータムジャンボ宝くじ          
９月２６日捷発売開始

　収益金は、区市町村の明るく住み
よいまちづくりに使われます。
□発売期間　
９月２６日捷～１０月１４日晶
□発売場所　全国の宝くじ売場
□抽せん日　１０月２１日晶
□賞金　１等１億５,０００万円、１等の
前後賞５，０００万円、２等１,０００万円、
３等１００万円、秋の七草賞５万円ほ

か

　問 公益財団法人東京都区市町村振興
協会（札０３－５２１０－９９４５）

■不動産街頭無料相談会

　時 ９月２０日昇午前１０時～午後４時
　場 田無駅改札前コンコース
　内 不動産（法律・税務・売買・賃貸な

ど）
に関する相談を、弁護士・税理士・
一級建築士・宅地建物取引主任者が
お受けします。
　問 鋤全日本不動産協会東京都本部多
摩北支部（札０４２－４５２－７１００）

別・電話番号・「てん刻申込希望」と明
記し、９月１５日昭～１０月５日昌まで
に、下記へ郵送。
　問 東京都立保谷高等学校（〒２０２－
０００５住吉町５－８－２３・札０４２－４２２
－３２２３・胃０４２－４２３－９６３１）

■発達障害児を理解するための講演会

　時 １０月２１日晶午前１０時～正午
　場 多摩小平保健所　
　対 発達障害のお子さんを持つご家
族、地域の関係者の方（保育あり）
　講  井  手  籠  栄  理  子 先生（ＮＰＯ法人え

い で ごもり え い こ

じそんくらぶの会・東京Ｅ－ＣＨＡ
Ｐ代表）　
　申 ・　問 多摩小平保健所　
（札０４２－４５０－３１１１）

 平成２３年度多摩東人権啓発活動 
地域ネットワーク協議会事業 
「講演と映画の集い」

　さまざまな人権問題に対する市民
の正しい理解と認識を深めるため、
「講演と映画の集い」を開催します。
　時 １０月２９日松午後１時～４時３０分
（開場：午後０時３０分）
　場 小平市民文化会館「ルネこだいら」
□講演　中川志郎さ

ん（除日本動物愛
護協会理事長・元上野動物園長）
□映画上映　午後２時３０分
　『旭山動物園物語』～ペンギンが空
を飛ぶ～（字幕付）
　定 １，２２９人（車椅子９席）（先着順）
　￥ 無料
　申 当日直接会場へ。
※手話通訳あり。
□託児あり（先着順）
　対 １歳以上未就学児まで。
　申 １０月１１日昇～２１日晶に要予約
□主催　小平市、多摩東人権啓発活
動地域ネットワーク協議会

※希望の方は、セミナー申し込み
後、必ずご予約ください
　申 １０月２１日晶正午までに電話で、産
業振興課（札０４２－４３８－４０４１）へ。
　問 ハローワーク三鷹　職業相談部門
（札０４２２－４７－８６１７）

■防火防災標語の募集

　東京消防庁では、「地震からあな
たを守る防災標語」と「身近な危険
物の安全標語」を募集しています。
□標語の内容
①「防災標語」…「地震に備えた事
前対策」や「防災訓練の積極的な参
加」のほか、「災害時の地域協力体制
づくり」などを呼びかけるもの
②「危険物安全標語」…家庭や職場
など日常の生活に欠かせない存在で
ある「危険物」に対し、使用上の注
意と正しい知識と取り扱いを呼びか
けるもの
□応募資格　東京消防庁管内（稲城
市および島しょ地域を除く東京都全
域）に在住、通勤、通学している方
（当庁管内の消防団員を除く）。
□締め切り　１１月１５日昇
□応募方法
①消防署への持ち込み…東京消防庁
管内の各消防署・分署・出張所で配
布している応募用紙または東京消防
庁　HP から応募用紙をダウンロード
し、必要事項を記入のうえ、西東京
消防署に持参。
②郵送…はがきに応募作品と、住所、
氏名、年齢、職業、在住・通勤・通学
の別、電話番号を明記し、下記へ。
　問 西東京消防署（〒２０２－００１３中町
１－１－６西東京消防署防火管理
係・札０４２－４２１－０１１９）

■東京都立保谷高等学校公開講座

興講座名　てん刻（全３回）
　時 １１月１３日掌・２０日掌…陶印製作
２７日掌…陶印仕上げ・印箱製作　
いずれも午前１０時～午後４時
　定 ２０人（応募多数の場合は抽選）
　￥ 受講料１,５００円、教材費１,５００円
　申 往復はがきに、住所・氏名・年齢・性

 西東京市献血推進協議会創立１０周年記念事業
「八月の二重奏」上映会

　西東京市献血推進協議会創立１０年
を記念し、広く市民の皆さんに「献血」
の大切さを知っていただくため、日本
赤十字社制作の「八月の二重奏」を上
映します。当日は作品のモデルであ
る菅原美保さんにビデオメッセージ
で登場いただくトークイベントも併
せて開催します。午後３時からは引
き続き１０周年記念式典を行います。
□出演　南沢奈央、池田愛、中山峻、
小林綾子、石橋蓮司ほ

か

□監督　田口仁
　時 １０月６日昭午後２時～３時
　場 保谷こもれびホール
　定 ２５０人
　申 当日、直接会場へ
　問 西東京市献血推進協議会
（小堀・札０９０－５２１５－６０２５・死mit
su-k@mtf.biglobe.ne.jp）

■就職支援セミナー 

①１０月２５日昇午後１時３０分～３時３０
分・「就職活動準備と自己理解・職業
理解」（講義形式）　
②１０月２６日昌午後１時３０分～３時３０
分・「履歴書・職務経歴書の書き方」
（講義形式）
③１０月２７日昭午後１時３０分～３時３０
分・「面接対策」（講義形式）
　場 田無庁舎２階
　定 各回５０人・申込順（定員内で①～
③のすべてのセミナーを受講可能）
　￥ 無料
　持 筆記用具、雇用保険受給中の方は
「雇用保険受給資格者証」
※セミナー申し込みについては、事
前にハローワークで求職申し込みが
必要（田無庁舎２階地域職業相談室
でも可能）。
　申 ９月１６日晶から電話で叙ＨＲＰ
（運営委託先）（札０１２０－８７－７６０３・
受付：平日午前９時～午後５時）へ。
□保育サービス(無料）
　対 ６か月～４歳児
　定 各回６人（先着順）

？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 ９月２０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、９月５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０４２－４６０－９８０５）・保（札０４２－４３８－４０００）

日　時場所内　容
９月２７日昇・２８日昌、１０月６日昭・７日晶
午前９時～正午
※１０月６日昭は人権・身の上相談を兼ねる

田

法 律 相 談
９月２２日昭　午前９時～正午
１０月４日昇、５日昌　午後１時３０分～４時３０分
※９月２２日昭は人権・身の上相談を兼ねる

保

　午前９時～正午
★１０月６日昭田人権・身の上

相 談 ★９月２２日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　９月３０日晶田

税 務 相 談
　１０月７日晶保

　午後１時３０分～４時３０分
　１０月６日昭田

不 動 産 相 談
　１０月１３日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１０月１３日昭田

登 記 相 談
　１０月２０日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１０月１３日昭田

表示登記相談
　１０月２０日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１０月１２日昌田

交通事故相談
★９月２８日昌保

　午後１時３０分～４時３０分　１０月１７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　１０月２１日晶田行 政 相 談

　午後１時３０分～４時３０分★１０月５日昌田
相続・遺言・成年
後見等手続相談

 自宅に「子どもの成績が伸
び悩んでいないか」と事業

者が訪問してきた。「この教材
は中学の定期考査で出る内容の
８割をカバーしている。必ずテ
ストで８０点以上は取れる」と１
学年分の教材を勧めてきた。３
か月間、電話とファックスのサ
ポートも付いているとのことだ
った。息子の定期考査の成績が
思わしくなかったので中学１年
生用の教材１年分５０万円を契約
した。しかし、実際使ってみる
と、定期考査で同じ問題はほと
んど出ず、サポートを受けよう
と息子が電話をしたりファック
スを送ったりしたが、何も教え
てもらえなかった。最初の説明
と違うので返金して欲しい。
 （４０代　女性）
 相談者が事業者に説明され
た内容と返金を希望してい

る旨を文書にして事業者に通知
しました。センターから事業者
に事情を聞いたところ、「定期考

Ｑ

Ａ

査で出る範囲は網羅しているが、同
じ問題がテキストに出ている訳
ではない。サポートはテキスト
の使い方の質問を受けるだけ
で、具体的な質問には答えてい
ない。教材の返品は一切受けら
れない」との主張でした。
　センターとしては、消費者は
販売員の説明を信じ、効果を期
待して契約したので、再度社内
で検討してもらうよう伝えまし
た。交渉の結果、テキストを使
用した金額を相談者が支払い、
未使用分を返品することで合意
しました。
　「子どもの成績が確実に上が
る」、「テストと同じ問題が出る」な
ど断定的判断を提供する事業者
との契約は慎重にしましょう。
　訪問販売はクーリング・オフ
ができる場合がありますので、
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）
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消費生活相談 Ｑ＆Ａ


