
a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金  h持ち物  i申し込み  j問い合わせ  kホームページ  lファクス  mメール  n田無庁舎  o保谷庁舎凡例6

平成26年12月15日号

■専門相談（予約制）
i12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、12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

12月22日㈪・24日㈬、１月８日㈭
午前９時～正午 

o

※12月25日㈭は午前９時～正午で、人権・身の上相談を
兼ねる
１月６日㈫・７日㈬・13日㈫ 午後１時30分～４時30分 

人権・身の上相談
n 　  1月29日㈭

午前９時～正午
o ★12月25日㈭

税務相談
n 　12月26日㈮

午後１時30分～４時30分
o 　  1月16日㈮

不動産相談
n 　  1月15日㈭

午後１時30分～４時30分
o 　  1月  8日㈭

登記相談
n 　  1月  8日㈭

午後１時30分～４時30分
o 　  1月15日㈭

表示登記相談
n 　  1月  8日㈭

午後１時30分～４時30分
o 　  1月15日㈭

交通事故相談
n 　  1月14日㈬

午後１時30分～４時
o ★12月24日㈬

年金・労災・雇用保険・
人事一般相談 o 　  1月19日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 o 　  1月29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 ★  1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 月～金曜日　午前８時30分～午後５時

無料市民相談

お役立ちガイド 他 機 関 か ら の お 知 ら せ

12月の薬湯　～冬至 ゆず湯～

　風邪の予防に効果があると言われてい
ます。
a12月22日㈪
b庚申湯・松の湯・みどり湯・ゆパウザ
※小学生以下…入浴無料（保護者同伴）
※65歳以上…午後４時～６時は入浴無料
j西東京市公衆浴場会
（庚申湯p042－465－0261）

シニア対象パソコン教室
１月受講者募集

①パソコン入門講座（全４回）
a９・16・23・30日㈮午前
g6,000円／i12月25日㈭まで

②ワード初級講座（全４回）
a８日㈭・13・20・27日㈫午前
g6,000円／i12月24日㈬まで

③エクセル初級講座（全４回）
a８日㈭・13・20・27日㈫午後
g6,000円／i12月24日㈬まで

④パソコンの楽しい活用講座（全４回）
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㈮午後
g１回1,500円（過年に当教室の講座を
受講した方は１回無料）
□共通事項
a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
d①以外は文字入力のできる方
e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jへ
※受講料はテキスト代込み
※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。
●パソコンの「実用講座」「よろず相談室」

（有料）もあります。詳細は、シルバー人
材センター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）

2014感謝祭（野菜即売会）

a12月26日㈮午前９時
※売り切れ次第終了
□主催　JA東京みらい田無農友会
b・j JA東京みらい田無支店
（田無町５－10－１・p042－461－8047）

サラリーマンのための
確定申告休日無料相談会

a平成27年１月17日㈯・18日㈰午前
10時～午後４時
b東京税理士会東村山支部（東村山市本
町１－20－27）
i下記kから（要事前予約）
j東京税理士会東村山支部
（p042－394－7038・khttp://higashi
murayama-zeirishikai.jp/）

健康づくり調理師研修会

a平成27年１月21日㈬・29日㈭午後
２時～４時（全２回）
b多摩小平保健所（小平市花小金井１－
31－24）
c「食品衛生」「栄養情報～野菜メニュー
で健康食生活～」「江戸東京野菜と調理法
を普段使いの野菜にも生かしましょう」
d飲食店などで調理業務に携わる方
g500円
i平成27年１月14日㈬までに電話でjへ
j東京都多摩小平保健所
（p042－450－3111）

かもしれないと情報提供しました。
　もともと店舗での購入品の返品・交換
は店舗のサービスであり、店舗によって
対応が異なります。更にセール品・アウ
トレット商品は返品・交換ができないと
あらかじめ断っている場合が多いと思わ
れます。
　アウトレット商品とは、工場の直販で
コストダウンを図ったものや、メーカー
や販売店が売れ残り品や傷・色むらなど
がある規格外品を、小売価格から相当割
り引いた額で販売するものです。
　何らかの事情で割り引いて販売されて
いるということをよく理解したうえで、
上手に利用しましょう。
　詳細は、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
（p042－425－4040）

　アウトレットモールのセレクト
ショップでジャケットを購入した。

半年程クローゼットで保管した後、３回
着用しただけで、ハンガーに掛けている
肩の部分が変色していることに気付いた。
こんな短期間で変色するのは商品に問題
があると思い、販売店に返品を申し出た
が、できないと言われてしまった。
　素材は綿にポリウレタンが混紡された
もの。信頼していたブランドなので納得
できない。

　相談者が販売店に問い合わせた
ところ、購入からは数カ月でした

が、製造からは２年以上経過している商
品であるため、このようなこともあり得
る、という回答だったそうです。
　ポリウレタンを含む混紡繊維は劣化が
早いため、そのことも変色の要因の一つ

消費生活相談

上手に使おうアウトレット商品

Q

A

Q&A

　東京しごとセンター多摩と、西東京
市を含む多摩地区５市の共催により開
催します。
a平成27年１月20日㈫
b東村山市市民ステーションサンパル
ネ（東村山駅西口ワンズタワー内）
❖直前対策セミナー
　午後に開催される合同就職面接会に
向けてのセミナーです。
a午前10時～正午（受付：午前９時30
分から）
e30人（申込順）
i電話でjへ
❖合同就職面接会
a午後１時30分～４時30分（受付：午
後１時～３時30分）　※当日、直接会場へ
h履歴書（面接を希望する企業数分）
□参加企業　10社程度
※多摩地区を中心とした地域の企業が
参加予定です。参加企業および求人内
容は、開催日約１週間前にjのkに掲
載されます。

合同就職面接会
in 東村山

a平成27年１月21日㈬
b都庁第一本庁舎５階
□耐震フォーラム
a午後１時30分～４時30分
e500人（申込順）
□耐震化個別相談会
a午後２時～５時
e55組（申込順）

□共通事項
i耐震キャンペーン事務局
（p03－6809－2726・l03－5776－2842・
m taishin2015@ohwada-gumi.co.jp）へ
※詳細は、東京都k「東京都耐震ポータルサイト」
をご覧ください。
j東京都都市整備局建築企画課
（p03－5388－3362）

耐震キャンペーン

　東京しごとセンター多摩との共催に
より、就職活動中またはこれから働こう
としている女性のために開催します。
a平成27年２月４日㈬
bイングビル３階
※車での来場はご遠慮ください。
❖セミナー
a午後１時～３時30分（受付：午後０
時30分から）
c働く女性を取り巻く環境・自分らし
い仕事の選び方・成果を出す就職活動
の進め方
e40人（申込順）
※保育あり：生後６カ月～４歳児・８
人。１月23日㈮までに電話でjへ
❖就職個別相談会
a午後３時30分から　※１人約45分
e10人（申込順）
□共通事項
i12月15日㈪から電話でjへ

一歩をふみだす！
私らしい再就職
in 西東京市

女性のための再就職支援セミナー
＆個別相談会

j東京しごとセンター多摩（p042－329－4524）
受付：平日午前９時～午後８時・土曜日午前９時～午後５時
◆産業振興課o（p042－438－4041）


