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DEC 2011 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。

　時 平成２４年１月２９日掌午前９時３０分
　場 きらっと２階
　問 西東京市歯科医師会
（札０４２－４６６－２０３３）

■２０１１感謝祭（野菜即売会）

　時 １２月２６日捷
午前９時から売り切れ次第終了
　場 ＪＡ東京あぐり田無支店北側駐車
場
　問 田無農友会
（大谷・札０４２－４６９－９２８１）

■東村山税務署からのお知らせ

　所得税の確定申告は、「e-Tax」を
ご利用ください
　詳しくは、各　HP をご覧ください。
興e-Taxに関する情報
e-Tax　HP http://www.e-tax.nta.go.jp
興税に関する情報
国税庁　HP http://www.nta.go.jp
興e-Taxの操作に関するお問い合わせ
　e-Tax・作成コーナーヘルプデス
ク（札０５７０－０１５９０１）
　問 東村山税務署
（札０４２－３９４－６８１１）

が、１１月１６日昌防災センターで開催
されました。勤続１０年表彰３９人、勤
続２０年表彰１９人、勤続３０年表彰７人
の皆さんが表彰を受けました。

　問 西東京商工会
（札０４２－４２４－３６００）

■「７５２２・８０２０表彰」を行います

　平成２３年１２月１日現在で、７５歳～
７９歳で２２本以上の歯を有する市民の
方、８０歳以上で２０本以上の歯を有す
る市民の方に、記念品を添えて表彰
状を差し上げます。
　該当すると思われる方、または該
当者をご存知のご家族や知人の方は
かかりつけ歯科医院（西東京市歯科
医師会会員）までご連絡ください。
※受付順１００人までとさせていただ
きます（以前、表彰されたことのあ
る方は対象外）
□診査期間　１２月１５日昭～平成２４年
１月１４日松
□診査内容
７５歳～７９歳（昭和６年１２月２日～昭
和１１年１２月１日生）…２２本以上の歯
を有する方
８０歳以上（昭和６年１２月１日以前に
生）…２０本以上の歯を有する方
□診査機関　西東京市歯科医師会会
員医院・診療所にて無料で確認しま
す。
□表彰式

す。詳細は資料をご請求ください）
　時 １２日昭・１３日晶・２０日晶・２７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
　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 入門講座以外は文字入力ので
きる方対象・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ー６ー８・保
谷東分庁舎・札０４２－４２５－６６１１）

■女性向け再就職支援セミナー

　時 １月２０日晶午後１時３０分～４時３０分
　場 田無庁舎２階
（保育室は田無公民館保育室）
　内 「１日でわかる再就職のポイント」
（講義形式）　
　定 ５０人（申込順・無料）
　持 筆記用具
※セミナーの参加にあたっては、東
京しごとセンター多摩の利用登録が
必要です。（当日でも可）
□保育　セミナー申込み時に必ずご
予約ください。
　対 ６か月～４歳
　定 ６人（先着順・無料）
　申 平成２４年１月７日松まで
　問 ・　申 １２月１５日昭から下記へ電話。
受付時間：平日午前９時～午後８時
（土曜は午後５時まで・１２月２９日～
１月３日休み）
東京しごとセンター多摩
（札０４２－３２９－４５２４）

 平成２３年度西東京市商工業 
従業員表彰

　西東京商工会と市の共催により永
年にわたり市内の同一事業所に勤務
する従業員の方々を表彰する表彰式

■今月の薬湯～冬至・ゆず湯～

　ゆず湯は、風邪の予防に効果があ
ると言われています。
　時 １２月２２日昭
　場 桐の湯・庚申湯・松の湯・みどり湯・
妙法湯
※小学生以下の方は入浴無料（保護
者同伴）、６５歳以上の方は、午後４時
～６時に限り入浴無料です。
　問 西東京市公衆浴場組合
（妙法湯札０４２－４６１－３７８９）

■「つながる～む西東京」への
お誘い

　西東京市社会福祉協議会は１１月１
日から東日本大震災により西東京市
内へ避難されている方々に対して孤
立化防止事業を開始し、市内で不自
由なく生活していけるお手伝いをし
ています。下記地域にお住まいの
方、交流会を開催しますのでお気軽
にご参加ください。
　時 １２月１８日掌
　場 東伏見コミュニティセンター
　内 昼食と演芸（保育あり）
　対 富士町・柳沢・東伏見・保谷町
　￥ 大人２００円、子ども無料
　問 西東京市社会福祉協議会
東日本大震災被災者支援担当
（札０４２－４３８－９２０５）

 シニア対象パソコン教室の　　
１月受講者募集

興パソコン入門講座
　時 １２日昭・１３日晶・２０日晶・２７日晶
の午前（計４回）／　￥ ６,０００円／　申 １２
月２６日捷まで
興ワード初級講座
　時 １０日昇・１７日昇・２４日昇・３１日昇
の午前（計４回）／　￥ ６,０００円／　申 １２
月２６日捷まで
興エクセル初級講座
　時 １０日昇・１７日昇・２４日昇・３１日昇
の午後（計４回）／　￥ ６,０００円／　申 １２
月２６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

 ３年前に購入した液晶テレ
ビの映りが悪くなった。メ

ーカーに連絡すると、保証期間
を過ぎているので出張費がかか
ると言われた。実際に修理に来
てもらい３０分程度で終わった
が、修理明細書には技術料が
８，０００円となっていた。高すぎ
るのではないか。（５０代　女性）
 家電製品が壊れて修理を依
頼する際、一般的に無料保

証期間を過ぎていて技術者が出
向く場合は出張料金がかかりま
す。出張料とは、消費者の要望
により修理する製品のある場所
へ技術者を派遣するのに要する
費用です。また技術料とは、故
障の診断、部品交換などの故障
個所の修理および調整といった
付帯作業にかかる費用です。時
間技術料ではありませんので、

Ｑ

Ａ

修理時間の長さだけで修理費が
高いというのは難しいでしょ
う。
　家電製品の故障は消費者の誤
使用でも起こっています。使用
の前には取扱説明書を良く読み
不明な点はメーカーのお客様相
談室などに問い合わせるとよい
でしょう。また、調子が悪い
な、と思いながら使用していて
保証期間が過ぎてしまい、修理
費用がかかってしまった、とい
う相談もあります。安全のため
にも何か不具合があれば、使用
を中止し、メーカーに連絡しま
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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？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 １２月１９日捷午前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、１２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
１２月２７日昇、２８日昌、１月５日昭、６日晶午前９
時～正午
※１月５日昭は人権・身の上相談を兼ねる

田

法 律 相 談 ※１２月２２日昭は午前９時～正午で人権・身の上
相談を兼ねる
１２月２１日昌、１月４日昌、１０日昇　
※１２月２１日昌は女性弁護士による相談
午後１時３０分～４時３０分

保

　午前９時～正午
★１月５日昭田人権・身の上

相 談 ★１２月２２日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１２月２２日昭田

税 務 相 談
　１月６日晶保

　午後１時３０分～４時３０分
　１月１９日昭田

不 動 産 相 談
　１月１２日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１月１２日昭田

登 記 相 談
　１月１９日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１月１２日昭田

表示登記相談
　１月１９日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１月１１日昌田

交通事故相談
★１２月２８日昌保

　午後１時３０分～４時３０分　１月１６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　１月５日昭保行 政 相 談

　午後１時３０分～４時３０分★１月１３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

消費生活相談 Ｑ＆Ａ


