
9令和３年（2021年）２月15日号 広報

≪申込時の注意≫ ● メール：申込先アドレスからの返信のためドメイン設定を　 ● 往復はがき（126円）：記載面誤り、返信面の宛先記入漏れにご注意を

g年 会 費： 大 人3,600円（子 ど も
1,500円・ファミリー会員5,000円・
80歳以上半額）
b・i・jにしはらスポーツクラブ

（西東京市西原町４－５－６西原総合

教 育 施 設内）p042－467－9919・ 
l042－467－9921　※㈪休館▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818
※非会員でも参加できます。

総合型地域スポーツクラブ 「にしはらスポーツクラブ」
令和３年度会員・教室参加者募集

教室名 日時 対象 募集人数 参加費

バドミントン

● 初級：㈮１～５クール
　（１クール：７回）
A：午前９時～10時30分
B：午前10時40分～午後０時10分 高校生

以上
各

クラス
20人

会員：4,200円※

● 中級：㈭１～７クール
　（１クール：５回）
A：午前９時～10時30分
B：午前10時40分～午後０時10分

会員：3,000円※

中級：月４回㈯
● 中学生：午後６時～７時20分
● 高校生・一般：
　午後７時20分～８時40分

中学生
以上

各
20人 会員：3,200円※

● シニア：月４回㈫
午前９時30分～11時30分　

60歳
以上男女 20人 会員：2,400円※

ヨガ 毎週㈬または㈭
午前10時～11時30分　

高校生
以上 20人 会員：

１回500円※
グラウンド
ゴルフ

第１・３㈭、第２・４㈬
午後０時30分～３時 高校生

以上
30人 会員：

１回100円※ターゲット
バードゴルフ

第２・４㈫
午後０時30分～３時 20人

テニス（初級）
毎週㈫～㈯（A・B各２クラス）
Ａ：午前９時～10時20分
Ｂ：午前10時30分～11時50分 高校生

以上

各
クラス
８人

各クール
６～７回

会員：
1,000円×回数※

前納テニス（中級） 毎週㈯
午後０時30分～１時50分 ８人

ミニ
バスケット
ボール

月４回㈯ 
午後３時～５時30分

小学３～
６年生 30人 月2,000円

小学生
バドミントン

月４回㈯
午後０時30分～２時45分

小学３～
６年生 25人 月2,000円

キッズチア
月４回㈰
午前９時～午後０時20分
３クラス　

４歳児～
中学生 若干名 月3,000円

空手（初心者） 月４回㈬
午後３時30分～５時

幼児～
小学６年生 若干名 月2,000円

フラダンス 月３～４㈮
午後７時～８時30分

高校生
以上 若干名 月2,000円

※健康麻雀 第２・４㈭
午後１時～４時

高校生
以上 16人 会員：

１回500円※
※健康体操：再開についてはjのkでご確認ください。

※特に記載のないものは、無料です。
※内容についてのお問い合わせは、各サークルへお願いします。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、既に市報などで掲載されているものや、例年行われているイベント・事業についても中止・延期となっている
可能性があります。事前にお問い合わせいただくようお願いします。また、参加される際には、マスクの着用など、感染症対策にご協力ください。

ネット通販での定期購入の解約ができない

消費生活相談

　ネット通販で定期購入の美容
クリームを注文した。次回発送

前に連絡すれば初回のみで解約可能
だったが、連絡を忘れ２回目が届いて
しまった。３回目以降を解約すべく連
絡すると、音声ガイダンスで無料通話
アプリ上の解約フォームから申し出る
よう案内があったがそのアプリに登録
ができず困っている。

　１回だけのお試しのつもりで注
文したら、定期購入だったとの相

談は以前から多く寄せられています。
　今回のケースは、解約するには無料
通話アプリから解約フォームで申告す
る必要があり、日頃このアプリを利用
していない人には難しいものでした。
　消費者センターで確認したところ、
メールでも解約可能でしたが、顔写真
付きの身分証明書を添付する必要があ
るとのことで、相談者はメールでの解
約はしたくないとの意向でした。
　結局、サイトから解約方法について

の案内メールを送信してもらい、手順
に従って登録し、無料通話アプリから
解約ができました。
　注文時と異なる方法でアクセスして
解約申請をしなければ受け付けない、
または個人情報の添付を必要条件とす
ることは、解約のハードルを上げるこ
とであり、サイトには改善が必要と思
われることを伝えました。
　定期購入の場合は、連絡が取れない
からと放置しておくと次々商品が届い
てしまい、支払い金額が増え続けるこ
とになります。また、商品の受取拒否
をすればよいと考える方もいますが、
受取拒否をしても契約はなくならず請
求は続き、弁護士事務所から督促状が
届くこともあります。
　解約がうまくいかない場合は、まず
ご相談ください。解約の意思を伝える
ことが大切です。▲

消費者センターn
　p042－462－1100

解約

 方
法は
？

アルバルク東京バスケットボールクリニック
　ミニバスケットボール選手の皆さ
んに、アルバルク東京アカデミー
コーチが、基本技術から実践練習ま
で直接指導します。初心者や未経験
者も大歓迎です。
a�・d３月21日㈰
●  午前９時～11時30分・小学３～

４年生
●  午後０時30分～２時30分・５～

６年生
b総合体育館
e各学年20人（申込順）

g3,500円
i２月15日㈪から、jへ参加費を
持参
j総合体育館p042－467－3411▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818

市内のパブリックアートを楽しむ「街角アートみーる」
　市内小学校を中心に「対話による美
術鑑賞」事業を実施している市民ボラ
ンティア「アートみーる」と一緒に、市
内にあるパブリックアートを楽しく観
賞します。作品から感じたこと、思っ
たことを参加者と一緒に言葉にしな
がら鑑賞してみませんか。
a３月27日㈯ 午前10時30分～正午
b西武柳沢駅南口周辺　
※柳沢公民館集合
d在住・在勤・在学で小学生以上

の方（乳児同伴可）
e18人（申込多数は抽選）
i３月17日㈬（必着）までに、はが
き・メールで氏

ふ り

名
が な

・年齢（小・中学
生は学年）・住所・電話番号を〒188
－8666市 役 所 文 化 振 興 課「街 角
アートみーる」担当へ
※詳細は市k・市内公共施設で配
布するチラシをご覧ください。▲

文化振興課n
　p042－420－2817

バドミントンクリニック
　基礎練習と試合形式のゲームによ
り、競技力向上を目指しましょう。
a ・d３月14日㈰
●  午前９時～正午・中学生（部活動・

クラブチームに所属している方）
●  午後１時30分～４時30分・高校

生以上（バドミントン経験者）
b総合体育館
e各回40人（申込順）
g2,000円
i３月10日㈬までに、スポーツセ

ンター・総合体育館・きらっと受付
窓口へ参加費を持参
j総合体育館p042－467－3411▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818

　市民の皆さんにオランダを身近に
感じていただけるよう、１月に、谷
戸小学校と谷戸第二小学校の子ども
たちが、オランダを象徴するチュー
リップの球根約800個を西東京いこ
いの森公園に植え付けました。
　公園を散歩しながら、成長を見
守ってください。
※西東京市は東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会に向け
た、オランダのホストタウンに登録

されています。▲
スポーツ振興課n

　p042－420－2818

オランダの国花チューリップを
子どもたちが植え付けました

　「みんなの伝言板」（サークル紹介）は、
　個人情報が含まれているため、
　削除してあります。


