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シニア対象パソコン教室
５月 受講者募集

①パソコンの始め方と入力　a１日㈭
午後１時～４時／g無料／i４月22日
㈫まで

②パソコン入門講座　a９・16・23・
30日㈮の午前（計４回）／g６,000円／
i４月28日㈪まで

③ワード初級講座　a２日㈮､ 13・
20・27日㈫の午前（計４回）／g６,000
円／i４月22日㈫まで

④エクセル初級講座　a２日㈮､ 13・
20・27日㈫の午後（計４回）／g６,000
円／i４月22日㈫まで

⑤パソコンの楽しい活用講座　ご自分の
パソコンでも受講可。詳細は資料をご請
求ください。　a９・16・23・30日
㈮の午後（計４回）／g１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）
a無料講座以外は午前９時30分～正午、
午後１時30分～４時
bシルバー人材センター東伏見教室
d・e①と②以外は文字入力のできる
方・いずれも10人
i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
※受講料はいずれもテキスト代込み
※締め切り後でも受講可能な場合があり
ますので、お問い合わせください。
◎４月から「実用講座」「よろず相談室」
（有料）を開講しました。詳細・申込方法
は、センターkをご覧ください。
j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・p042－425－6611）

公立昭和病院
「第13回市民公開講座」

a４月27日㈰午後２時～３時30分
b公立昭和病院（小平市花小金井８－１－１）
c「大腸がんについて」「がん相談について」
i当日、直接会場へ
j公立昭和病院医事係（p042－461－0052）

農と食の体験塾「大豆編」塾生募集
～東大農学部附属生態調和農学機
構（旧東大農場）で大豆栽培の農作
業をしませんか～

　大豆の栽培を通して、東大生態調和農
学機構が目指す「生態調和型農業」につい
て考える農作業体験プログラムへの参加
者を募集します。
a５月20日㈫：説明会
５月29日㈭～９月中旬：農作業
b東大農学部附属生態調和農学機構（旧
東大農場・緑町１－１－１）
d・e18歳以上の方で、上記説明会と８回
程度予定している農作業に６回程度参加でき
る方（農作業経験の有無は問いません）・40人
g１,000円
i４月25日㈮（必着）までに、多摩六都
科学館kまたは、はがきに『農と食の体
験塾』・住所・氏名・年齢・性別・電話
番号・Eメールアドレスを明記し、〒188
－0014芝久保町５－10―64多摩六都
科学館「農と食の体験塾」係へ
※申込多数の場合は抽選。当選者に郵送
でご連絡します。
※詳しくは、科学館kをご覧ください。
□主催　東京大学附属生態調和農学機構
□共催　多摩六都科学館
khttp://www.tamarokuto.or.jp
j多摩六都科学館（p042－469－6100）

■専門相談（予約制）
i４月17日㈭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、４月３日㈭から受付中）
予約開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j田無庁舎２階市民相談室n（p042－460－9805）
 保谷庁舎１階市民相談室o（p042－438－4000）

内　容 場　所 日　時

法律相談
n

４月23日㈬、５月１日㈭・２日㈮・８日㈭
午前９時～正午
※５月１日㈭は人権・身の上相談を兼ねる

o

４月24日㈭は午前９時～正午で、人権・身の上相談を
兼ねる
５月７日㈬・13日㈫ 午後１時30分～４時30分

人権・身の上相談 n ★5月  1日㈭
午前9時～正午

o ★4月24日㈭

税務相談 n 　4月25日㈮
午後1時30分～4時30分

o 　5月  2日㈮

不動産相談 n 　5月  1日㈭
午後1時30分～4時30分

o 　5月  8日㈭

登記相談 n 　5月  8日㈭
午後1時30分～4時30分

o 　5月15日㈭

表示登記相談 n 　5月  8日㈭
午後1時30分～4時30分

o 　5月15日㈭

交通事故相談 n 　5月14日㈬
午後1時30分～4時

o ★4月23日㈬
年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o 　5月12日㈪ 午後1時30分～4時30分

行政相談 o 　5月  1日㈭ 午後1時30分～4時30分
相続・遺言・成年後見等
手続相談 o ★5月  9日㈮ 午後1時30分～4時30分

■一般市民相談
場　所 日　時

市民相談室　n・o 毎週月～金曜日　午前8時30分～午後5時

無料市民相談

市内の空間放射線量測定結果 （４月７日現在）
　市では、市内における放射線の状況を把握するため、市内を２㎞メッシュで
区分し、小中学校・保育園・公園の５カ所と武蔵野大学内（協力）１カ所の合計
６カ所で空間放射線量を測定しています。

※次回は、5月15日号に掲載します。最新の情報は市kでご覧ください。

区分 測定場所 町名 測定日
線量率（マイクロシーベルト／時）

地上１m 地表面
（地上5㎝）

北部 栄小学校 栄町   4月  7日㈪ 0.055 0.060
東部 なかまち保育園 中町   4月  1日㈫ 0.039 0.036
中央部 田無第二中学校 北原町   4月  2日㈬ 0.046 0.054
西部 田無第三中学校 西原町   4月  3日㈭ 雨のため測定なし
南西部 田無市民公園 向台町   4月  4日㈮ 0.032 0.035
南部 武蔵野大学（協力） 新町   4月  2日㈬ 0.037 0.046

微小粒子状物質（PM2.5）測定結果 （４月７日現在）

※市kでは、リアルタイムで測定結果をご覧いただけるサイトを紹介しています。
◆環境保全課（p042－438－4042）

測定日
測定場所

4月
1日㈫

4月
2日㈬

4月
3日㈭

4月
4日㈮

4月
5日㈯

4月
6日㈰

4月
7日㈪

田無町局
（西東京市民会館） 15.8 15.5 10.8 7.2 6.6 9.1 10.0

下保谷局
（保谷第一小学校） 13.1 12.1 7.3 2.0 2.4 4.6 11.3

　東京都は、市内２カ所で一般測定局のモニタリング測定をしています。
□１日の平均値（単位：マイクログラム（１㎥当たり））

消費生活相談 Q&A

業者はできるだけ速やかに税込価格を表
示するよう努めなければならないと規定
されています。
　また、便乗値上げなど、消費者の生活
に好ましくない影響を与えることも懸念
されています。内閣府が設置している消
費税価格転嫁等総合相談センターでは広
告・宣伝に関することや便乗値上げに関
することなどの問い合わせを受け付けて
います。電話・kからの相談が可能です。
j消費税価格転嫁等総合相談センター
（専用ダイヤルp0570－200－123・
khttp://www.tenkasoudan.go.jp）
◆消費者センター
（p042－425－4040）

　この４月から消費税率が５％から８％
に上がりました。
　店頭での価格表示は総額表示が義務付
けられましたが、特例が設けられており、
店によって対応や表示が異なっています。
　例えば、税抜価格の値札を付ける場合、
個々の値札に税抜価格であることを明示
したり、店頭に掲示などで一括表示した
りすることがあります。
　また、旧税率５％に基づく税込価格表
示の値札が付いた商品が残っていても、
消費者の目に付きやすい場所に、レジで
は新税率８％で精算する旨を表示してあ
ればよいとしています。
　この総額表示義務の特例は平成29年
３月31日まで設けられていますが、事

税率改正で店頭価格
表示はどうなるの？

❖東京版救急受診ガイド
　急な病気やけがで病院に行くか、救
急車を呼ぶか迷ったときは、東京消防
庁kで緊急性や受診の必要性を確認で
きます。
□サービス内容　「けがや病気の緊急
性」、「受診する時期」、「受診する科目」
の３つのアドバイスを提供しています。
□利用方法　携帯電話・スマートフォ
ンやパソコンから東京消防庁kの「東
京版救急受診ガイド」をご利用くださ
い。画面に表示される症状に応じて質
問に答えていくと、相談結果が緊急度
に応じて表示されます。判断に迷った
場合は、救急相談センター「＃7119」
に電話で相談してください。また緊急
性があると思われる場合は、ためらわ
ず「119番」で救急車をお呼びください。

❖東京消防庁救急相談センター
（＃7119またはp042－521－2323）
　相談医療チーム（医師・看護師・救急
隊経験者などの職員）が24時間年中無
休で、電話相談窓口を開設しています。
　急な病気やけがで病院へ行くか、救
急車を呼ぶか迷ったときや、応急手当
てに関するアドバイス、診療可能な医
療機関を知りたいときなど、電話でご
相談ください。
j西東京消防署（p042－421－0119）
◆危機管理室o（p042－438－4010）

「東京版救急受診ガイド」
「救急相談センター」

ご存じ
ですか？
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