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【事例１】
　脇の脱毛をしようと美容クリ
ニックに出向いたところ、箇所
ごとに契約するより全身脱毛を
契約する方が割安だと説得さ
れ、その場で約８０万円の契約
をした。帰宅後、高額な契約だっ
たと後悔しクーリング・オフを
申し出たが、クリニックからは

「美容医療はクーリング・オフ
対象外だ」と言われた。

【事例２】
　確実に痩せたいと思い美容ク
リニックに出向いた。脂肪溶
解注射１０回コースを契約し
４０万円を支払った。３回通っ
たが効果を感じなかったので中
途解約を申し出た。クリニック
からは解約しても残金は一切返
金しないと言われた。

【アドバイス】
　平成 29 年 12 月 1 日に改正
特定商取引法 ( 以下法という )
が施行され、美容医療サービス
のうち①脱毛②にきび・しみな
どの除去③しわ・たるみの症状
の軽減④脂肪の減少⑤歯の漂白
などについて、法が適用され、
クーリング・オフなどが可能と

　下宿市民プールがオープンし
たのは、昭和 54（1979）年 7 月。
オープン時の配置図には、幼
児プール、25㍍の水泳プール、
スライダープールという現在と
同じ姿が見られます。
　この頃、市内にはもうひと
つ、中央公園のなかに緑の松林
に囲まれた市民プールがありま
した。
　こちらの市民プールがオープ
ン し た の は、 昭 和 47（1972）
年 7 月。 長 さ 50 ㍍、 幅 20 ㍍。
9 コースとれる立派なプールで
した。平成 8（1996）年夏まで

なりました（適用要件は提供期
間１か月超、金額５万円超）。
　法施行前までは事例１はクー
リング・オフ適用外でした。ま
た、事例２については一切返金
しないというクリニック側の主
張は認められませんが、中途解
約する場合には多額の損害金額
を請求されるというトラブルも
ありました。
　法施行後、事例１は契約書を
受け取った日から８日間はクー
リング・オフが可能になり、事
例２については法で決められた
解約料を支払い、中途解約がで
きるようになりました。不明点
があれば説明を求め、契約内容
を書面でしっかり確認しましょ
う。また、その場で即決せず十
分に検討し納得のうえで契約を
するかどうか決めることが大切
です。困ったときは消費生活セ
ンターに相談しましょう。
問合せ　消費生活センター☎
042・495・6212（相談専用）

美容医療の一部にクーリン
グ・オフが可能になりました

清瀬市民プール小史
「市史で候」二十八の巻
「夏だ！　プールだ！　

清瀬市民プール小史」より

①伊奈かっぺいライブ～その１７～
　津軽弁を駆使した語り口とユーモ
アあふれるトークライブです。
日時　7月15日㈰午後３時３０分～

（開場は午後３時）
費用　前売り一般３,5００円・友の会
３,2００円、 当 日３,8００円（ 全 席 指 定・
未就学児入場不可）
出演　伊奈かっぺい、山上進（津軽
三味線・尺八・横笛）
②そうだじゅげむきこう
　和室で楽しむ落語会。椅子席もあ
り。
日時　6月24日㈰午後２時～（開場
は午後１時３０分）
費用　一般1,０００円・小学生5００円（全
席自由）
出演　雷門音助、三遊亭兼太郎
③みんなでつくる朗読劇
　発声や朗読の基礎・表現方法を学
び、発表会に向け演目をつくりあげ
てみませんか。先着2０人。
日時　6月1３日から1０月24日までの
第２・４水曜日と11月7日㈬・9日
㈮・11日㈰（6月1３日㈬は体験参加
可（1,5００円）。11月11日㈰は発表会）
費用　6,5００円×３回または17,０００円
一括払い
講師　劇団キンダースペース（瀬田
ひろ美）
④自分でつくるオリジナルおはし

「おはし教室」
　自分だけのオリジナルおはしを手
づくりしてみよう！    おはしの豆知
識。マナーのお話も。
対象　小学生以上。先着4０人
日時　7月28日㈯午後１時３０分～４
時
費用　1,5００円
講師　㈱兵左衛門
⑤歌って健康！    歌声サロン
　懐かしい名曲の数々を生演奏に合
わせて歌ってみませんか。
日時　6月2０日㈬、7月18日㈬午後

２時～４時（チケットの販売は午後
１時３０分～）
費用　1,０００円
講師　杉山公章氏
⑥講座「おけいこアロマ」
　気軽にスイッチング！   気晴らし
アロマ。先着12人。
日時　6月22日㈮午後２時～３時３０分
費用　1,5００円
講師　西脇直子氏
⑦講座「ベビーオイルマッサージ教

室」
　赤ちゃんへのオイルマッサージ。
対象　２か月～ハイハイ前までの赤
ちゃんとその保護者。先着1０組
日時　6月19日㈫午前1０時３０分～正午
費用　1,5００円
講師　小宮しのぶ氏
持ち物　タオル・バスタオル・子ども
の飲み物・お持ちの方は授乳用ケープ
※清瀬市子育て・キラリ・クーポン
券が使えます。
⑧初夏のプリザーブドアレンジメン

ト
　プリザーブドフラワーで２つのア
レンジメント作り体験をしません
か。各回ごとの参加可。定員制。
日時　6月2３日㈯午前9時３０分～11
時３０分・29日㈮午後１時３０分～３時
３０分
費用　各回３,2００円（花材・資材代、
ケース代）
講師　福井ひろ子氏
持ち物　巻尺・雑巾
申込み・問合せ　⑤は直接会場へ。
それ以外は（④は6月15日から）直
接窓口または電話で清瀬けやきホー
ル☎０42・49３・4０11へ

①発酵パワー学ぶ＆造る   第3回
「しそ酢」

　発酵について学び、しそ酢造りを
します。鯵のしそ酢寿司と即席しば
漬けを作り、試食します。先着2０人。
日時　6月2３日㈯午前1０時～午後０

時３０分
費用　2,０００円（材料費）
講師　高田妃出美氏（発酵ライフア
ドバイザー）
申込み・問合せ　直接窓口または電
話でコミュニティプラザひまわり☎
０42・495・51００へ

◆無料パソコン教室（Windows１0）、
無料タブレット・スマホ基礎教
室（iPad使用）

対象　パソコン（Windows1０）、タブ
レット・スマホが初めてまたは初級
の方（シニア大歓迎）。各月先着12人
日時　パソコン＝毎週土曜日午前1０
時～正午（全４回）、タブレット・
スマホ＝6月21日㈭、7月19日㈭午
前1０時～午後０時15分
申込み・問合せ　直接窓口または電
話で友遊（NPO法人情報労連東京福
祉センター）☎０42・497・85００へ

◆天体観望会「太陽系一巨大な惑星、
しましま木星を見よう！」

　清瀬市・小平市
・東村山市・東久
留米市・西東京市
の方が優先で参加
できます。
対象　小学生～お
とな（小学生は保
護者と参加。参加
者 以 外 の 同 伴 不
可）。定員5０人（応
募者多数の場合は抽選し、当選者の
みに参加券を送付）。
日時　6月2３日㈯午後7時～８時３０
分
◆<大人のバイオカフェ>
　世界でひとつだけの花～先端技術

で創りだされるステキな新品種
　青いバラ、青いカーネーションは、
自然には生まれることのなかった花
です。青い花の遺伝子情報を利用し
て、本来自然では生まれない青い花

賑わいましたが、老朽化のため
翌年には利用を中止、のちに撤
去されました。
　実は、市民プールができるよ
り前、「町」の時代にも、清瀬
の人たちが楽しめるプールがあ
りました。このプールができた
のは昭和 37（1962）年夏。そ
の場所は「清瀬小学校うら」。
7 月下旬から約 1 か月間の期間
限定で、月曜日から土曜日まで
は生徒が使い、日曜日は一般に
開放されました。さながら、市
民プール前史、といったところ
でしょうか。

より詳細な記事は清瀬市ホームページをご覧ください。
清瀬市トップページ＞市政情報＞広報＞清瀬市ブログ

←「市報きよせ」昭和5３年12月１日号
中央公園の市民プール

↓「町報きよせ」昭和３7年7月15日号

プリントアウト版は市内
図書館で閲覧できます。

を創り出した品種改良の技術につい
てお話しします。
対象　中学生～おとな （参加者以外
の入室不可）。定員24人（応募者多
数の場合は抽選し、当選者のみに参
加券を送付）
日時　6月24日㈰午後２時～３時３０
分
費用　入館券（おとな5００円・イベ
ントに参加する中学・高校生は無料）
講師　国立研究開発法人 農業・食
品産業技術研究機構　野菜花き研究
部門　佐々木克友氏
共催　NPO法人くらしとバイオプ
ラザ21
申込み・問合せ　いずれも6月11日

（必着）までに多摩六都科学館ホー
ム ペ ー ジ 　https://www.tamaroku
to.or.jpにある応募フォームまたは
はがきにイベント名・開催日・希望
時間・氏名（フリガナ）・年齢（学年）
・郵便番号・住所・電話番号を記載
し、〒188ー００14西東京市芝久保町
５－1０－64　多摩六都科学館☎０42
・469・61００へ

対象　市内在住の55歳以上の
方。定員50人（応募者多数の場
合は抽選。結果は6月12日㈫ま
でに発送）
日時　6月25日、7月2日・9
日・23日、８月6日の月曜日午
前9時30分～11時30分（全５回）
場所　アミューホール
講師　日本カルチャーヨガ協会
　髙橋登希恵氏
申込み・問合せ　6月7日（消
印有効）までに往復はがきにイ
ベント名・住所・氏名（フリガナ）
・年齢・電話番号（連絡先）を
記入し、〒204―0021元町１－
2－11　生涯学習スポーツ課☎
042・495・７001へ
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