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NOV 2011 5東日本大震災義援金へご協力をお願いいたします。両庁舎・各公民館ほかで義援金箱を設置しています。

 講演会「インターネットショッ
プの仕組みと仕掛け」

　日本最大のインターネットショッ
ピングモール「楽天市場」を運営する
楽天株式会社より、インターネットの
急速な拡大により注目されているネ
ットビジネスの講演会を開催します。
　時 １２月５日捷①午後２時～４時　②
午後６時３０分～８時３０分
（※①②は同じ内容です。終了後、
数社ごとのグループ相談会を開催）
　場 イングビル３階
　定 各回４０人（定員になり次第申込終了）
　￥ 無料
　申 ・　問 西東京商工会
（札０４２－４２４－３６００）

 親子・友だちみんなでＷＡＫＵ
ＷＡＫＵ折り紙教室

　古くから親しまれてきた折り紙を
通し、親子や友達との絆を深める機
会を作りませんか。
　時 １１月２３日抄午前１０時～５時（全６
回、各回４５分）
　場 田無アスタセンターコート２階
　内 専門講師による講習会
　定 ・　￥ ２４０人（各回４０人）・無料
　申 当日直接会場へ
　問 西東京青年会議所
（川嶋・札０９０－５４４８－３１３１）

 「地域に開かれたつどい」　　
　秋の二胡演奏会

　時 １１月２０日掌午前１１時～正午
　場 デイサービスハミング（パスレル
保谷２階）
　問 NPO法人ＡＣＴ保谷たすけあいワーカ
ーズハミング（札０４２－４２５－０３８３）

　説明会では、「決算の仕方」を中心
に、「確定申告に当たっての留意事
項および青色申告決算書の作成要
領」、「消費税法などの概要」などを
わかりやすく説明します。
　また、ｅ‐Ｔａｘ（国税電子申告・
納税システム）など、多くの個人事
業者に関係する事項についての説明
も行います。
興平成２１年分の課税売上高（輸出な
どの免税取引を含め、返品、値引き、
割戻しの金額を差し引いた金額）が
１千万円を超える場合は、平成２３年
分において消費税の課税事業者とな
り、消費税の確定申告書の提出など
が必要になります。
　時 １２月６日昇
不動産所得者：午前１０時～正午
事業所得者：午後１時３０分～４時２０分
　場 防災センター６階
※駐車場は用意しておりません。車
でのご来場はご遠慮ください。
※個別相談は行いません。
※会場へのお問い合わせはご遠慮く
ださい。
　問 東村山税務署（札０４２－３９４－６８１１
内線４１２　※税務署へのお問い合わせ
は音声案内にしたがって「２」を選択してく
ださい）

■市民講演会

患者塾～信頼できる医者の選び方、
納得できる医者のかかり方～
　時 １２月８日昭午後２時～４時
　場 多摩小平保健所（小平市花小金井
１－３１－２４）
　講 山口育子さ

ん（ＮＰＯ法人ささえあい
医療人権センターＣＯＭＬ理事長）
　申 ・　問 多摩小平保健所保健医療係
（札０４２－４５０－３１１１）

１１月２５日晶まで
興年賀はがき教室（本文）
　時 ８日昭午前／　￥ １，５００円／　申 １１月
２８日捷まで
興年賀はがき教室（宛名書き）
　時 ８日昭午後／　￥ １，５００円／　申 １１月
２８日捷まで
興パソコンの楽しい活用講座
（ご自分のパソコンでも受講できま
す。詳細は資料をご請求ください）
　時 ２日晶・９日晶・１６日晶・２２日昭
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
　場 シルバー人材センター東伏見教室
　時 無料講座以外は午前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・いずれも１０人
　申 往復はがきに、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）

■軒下ふれあいバザー

　地域で活動するボランティア団体
ならびに福祉団体が出店するバザー
を通して、各団体や西東京ボランテ
ィア・市民活動センターの活動を知
っていただきたいと思います。
　時 １２月４日掌午前９時～午後４時
　場 マックスバリュ田無芝久保店店頭
（芝久保町１－１２－５）
　問 西東京ボランティア・市民活動セ
ンター（田無町５－５－１２田無総合
福祉センター・札０４２－４６６－３０７０）

 青色決算説明会 
消費税等説明会

　税務署では、所得税の青色申告を
している方を対象に説明会を開催し
ます。

 福祉のしごと　相談・面接会
（地域密着型面接会）

　身近な地域で福祉の仕事をしてみ
ませんか。
　時 １１月２４日昭午後１時３０分～４時
（受付：午後３時３０分まで）
　場 田無庁舎２階
　内 求職者と施設・事業所が採用に向
けた相談・面接会
　対 福祉の仕事に関心はあるがよくわ
からない方、身近な地域で、福祉の
仕事をしたい方
□主催　西東京市社会福祉協議会・
東京都福祉人材センター
　問 西東京市社会福祉協議会
（札０４２－４３８－３７７４）

■ふれあいまつり開催

　震災後、あらためて「人と人との
つながり」が重要視されています。
ふれあいのあるまちをつくるため
に、一緒に考えてみませんか？
　時 １１月２７日掌午前１０時～午後３時３０
分
　場 西東京市民会館２階・３階
　内 ふれあいのまちづくり住民懇談会
活動紹介、シンポジウム、人形劇、
住民懇談会などによる出店ほ

か　
　問 西東京市社会福祉協議会
(札０４２－４３８－３７７１)

 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 １日昭午後１時～４時／　￥ 無料
／　申 １１月２１日捷まで
興パソコン入門講座
　時 ２日晶・９日晶・１６日晶・２２日昭
の午前（計４回）／　￥ ６，０００円／　申 
１１月２２日昇まで
興ワード中級講座
　時 ６日昇・１３日昇・２０日昇・２１日昌
の午前（計４回）／　￥ ６，０００円／　申 
１１月２５日晶まで
興エクセル中級講座
　時 ６日昇・１３日昇・２０日昇・２１日昌
の午後（計４回）／　￥ ６，０００円／　申 

？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
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、１１月４日晶から受付中）
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

１１月３０日昌、１２月１日昭、２日晶午前９時～正午
※１２月１日昭は人権・身の上相談を兼ねる

田

法 律 相 談
１１月２４日昭は午前９時～正午で、人権・身の上相
談を兼ねる
１２月６日昇、７日昌午後１時３０分～４時３０分

保

　午前９時～正午
★１２月１日昭田人権・身の上

相 談 ★１１月２４日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１１月２５日晶田

税 務 相 談
　１２月２日晶保

　午後１時３０分～４時３０分
　１２月１日昭田

不 動 産 相 談
　１２月８日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１２月８日昭田

登 記 相 談
　１２月１５日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１２月８日昭田

表示登記相談
　１２月１５日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１２月１４日昌田

交通事故相談
★１１月３０日昌保

　午後１時３０分～４時３０分　１２月１２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１６日晶田行 政 相 談

　午後１時３０分～４時３０分★１２月７日昌田
相続・遺言・成年
後見等手続相談

 使い捨てライターの製造販
売が中止になったと聞きま

した。どうしてですか。
 ライターの火遊びによる火
災を防止するためです。

　火遊びによる火災の発火源は
半数以上がライターによるもの
で、１日当たり５～６件発生し
ています（平成１１年～２０年の全
国の火災報告データから）。
　特に５歳未満の子供が火遊び
をした場合死傷する可能性が高
くなっています。日本国内では
年間約６億個のライターが流通
しており、そのほとんどがプラ
スチック製の使い捨てライター
です。
　そこで使い捨てライターにチ
ャイルドレジスタンス機能が義
務付けられ、この機能の付いて
いない商品は９月２７日から販売
が禁止されました。

Ｑ

Ａ

　チャイルドレジスタンスは、
子どもが簡単に操作できないよ
うにする機能です。たとえば「二
つ以上の操作を同時にしないと
点火しない」「着火スイッチが重
く、力がないと押せない」などで
す。この機能のあるライターに
はＰＳＣマークがあります。
　ライターの火遊びによる火災
を防ぐには周囲の大人の注意が
欠かせません。チャイルドレジ
スタンス機能のあるライターで
あっても「子供の手の届かない
ところに置く」「子供に火遊びの
危険性を教える」などの注意を
払い、不要なライターは使いき
るかガス抜きをして捨てましょ
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）
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消費生活相談 Ｑ＆Ａ
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