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【事例 1】
　テレビで効能をうたっていた
美容液を注文した。翌月も商品
が届いたので問い合わせたら、
定期購入の契約だと言われた。
効果も感じられないので継続し
て購入したくない。
【事例 2】

　加工デニムをインターネット
通販で注文したが、実物の色味
は画像イメージと全く異なるも
のだった。どうしても着用する
気になれず返品を申し出た。し
かし返品するには送料や返品手
数料がかかると言われた。納得
できない。
【アドバイス】

　新聞や折り込みチラシ、テレ
ビ、インターネットなどの広告
をみて、気楽に注文することが
増えていませんか。店舗購入と
は違い、手に取ったり試着でき
ないので、実際に届いた商品の
品質や色味やイメージが違った
ということがあります。
　これらの通信販売の場合、自
己都合による返品については事
業者が設けた返品特約に従うこ

　けやき並木と畑と空に包まれ
るようにたたずむ彫刻たち。
　キヨセ ケヤキ ロードギャラ
リーは、清瀬駅北口から北に伸
びるけやき通りに沿って道路の
両側に 24 基の彫刻が並ぶ屋外
美術館です。
　第１期のオープンは、平成
２（1990）年５月 28 日。郷土
博物館に近いけやき通りに沿っ
て、国内作家の具象彫刻 10 基
が置かれました。両端を、市内
在住の彫刻家、澄川喜一、城田
孝一郎両氏の作品が固めていま
す。
　続いて第２期は抽象彫刻 8 作
品、第３期は外国作家による 5

とになります。特約がない場合
は商品を受け取った日を含めて
８日以内であれば返品できます

（送料は消費者負担）。返品や定
期購入の規定は消費者に分かり
やすく表示するよう指導されて
います。消費者も申込み前に表
示や条件を必ず確かめるように
しましょう。
　事例 1 の場合は番組中の表
示があったか不明であり、電話
注文の際にオペレーターからも
説明がなかったことを申し出た
ところ事業者が対応の不備を認
め、2 回目以降の解約ができま
した。
　事例 2 の場合、ホームページ
の返品についての規約のなかに
返品送料負担の記載があり、同
意して注文していることから返
品は可能ですが、返品送料も手
数料も負担することになります。
問合せ　消費生活センター☎
042・495・6212（相談専用）

通信販売のトラブル
～注文前に確認していますか～
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「市史で候」十三の巻
「けやき並木の彫刻たち」より

①そうだじゅげむきこう
　和室で楽しむ落語会。椅子席もあ
ります。
日時　５月19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　春風亭一蔵、春風一刀、春風
亭一花
②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）
③新・目指せ名人！　三遊亭天どん
　桃月庵白酒と弟子のこはくが三遊
亭天どんと競演します。
日時　５月30日㈬午後7時～（開場
は午後6時30分）
費用　前売り一般2,800円・友の会
2,500円・ペア4,000円・シルバー（65
歳以上・要証明）2,200円、当日3,000
円（全席指定・未就学児入場不可）
出演　三遊亭天どん、桃月庵白酒、
桃月庵こはく（はまぐり改メ）
④歌って健康！　歌声サロン
日時　５月16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
⑤朗読教室
　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11月7日までの
第２・4水曜日と11月9日㈮・11日
㈰（6月13日㈬は体験参加可。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

⑥チェロが誘うやすらぎの時
ト キ

間～世界
的演奏家高田剛志氏をむかえて～

　チェロ&電子ピアノの演奏をご堪
能ください。先着30人。
日時　6月２日㈯午後１時30分～

（開場は午後１時）
費用　中学生以上1,200円・友の会
1,000円・小学生500円・未就学児無
料（全席自由、ワンドリンク付）
出演　高田剛志氏（チェロ）・高田
真生氏（電子ピアノ）
⑦絵本deリトミック
　絵本や手遊びをして、楽しく音楽
で遊びます。各クラス先着16人。
日時　５月８日㈫、ひよこクラス（１
人でお座りできるころ～１歳半ご
ろ）＝午前10時～10時40分、うさぎ
クラス（１歳半ごろ～３歳）＝午前
11時～11時40分
費用　各クラス1,500円
講師　小宮しのぶ氏
持ち物　子どもの飲み物、動きやす
い服装
⑧講座「おけいこアロマ」
　ローズなお茶会。先着12人。
日時　５月22日㈫午後２時～３時30分
費用　2,000円
講師　西脇直子氏
⑨講座「ベビーマッサージ教室」
　赤ちゃんへのマッサージ。
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　５月15日㈫午前10時30分～正午
費用　600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
⑩生花アレンジメントレッスン
　季節に合わせた生花を自分で素敵
にアレンジメントしてみませんか。
先着10人。
日時　５月26日㈯午後２時～
費用　3,200円（初めての方は別途器
代500円）
講師　福井ひろ子氏
持ち物　巻尺・雑巾
※⑦⑨は清瀬市子育て・キラリ・ク
ーポン券が使えます。
申込み・問合せ　④は直接会場へ。
それ以外（⑤は５月１日から）は直

接窓口または電話で清瀬けやきホー
ル☎042・493・4011へ

①ジョイビート
　アートをとおして、自分らしさを
育むセラピーです。
対象　小学生。先着５人
日時　５月20日㈰・6月10日㈰午前
10時～正午
費用　各回3,240円
②親子で作る可愛い太巻き
対象　小学３年生以上の子どもとそ
の保護者（おとな一人でも参加可）
日時　５月26日㈯午後１時～３時30
分
費用　2,500円（２種類）
講師　西原綾果氏（飾り巻き寿司イ
ンストラクター１級）
持ち物　エプロン・三角巾・タオル
・マスク
③発酵パワー学ぶ＆造る　第2回　
酒粕あんぱん

　発酵について学びながら酒粕あん
ぱんを作ります。先着20人
日時　５月19日㈯午前10時～午後0
時30分
費用　2,000円
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＝５月17日㈭、6月21日㈭午
前10時～午後0時15分
◆無料健康麻雀教室
対象　麻雀が初めてまたは初級の方
で、全５回参加できる方。先着20人
日時　５月11日から6月８日までの

の金曜日、午前10時～正午
※ヨガ・カラオケなどの無料体験（要
予約）も行っています。
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

◆「知覚のコラージュ制作ワークシ
ョップ　～大人のための乳幼児
美術～」

作品、後にもう１基加わり、全
長約 1㌔の国際色も豊かなロー
ドギャラリーが完成しました。
　昭和の終りの「ふるさと創生
1 億円」のことをご記憶でしょ
うか？　清瀬市は１億円の使い
道のアイディアを募集。「彫刻
のあるまちづくり」は、寄せら
れた 96 件のなかから選ばれた

「優秀賞」のアイディアでした。
ちなみに、このときの最優秀賞
は、遊歩道形式の「自然学習園
づくり」。こちらは「清瀬せせ
らぎ公園」につながりました。
　新緑萌える５月、けやき並木
の彫刻たちに会いに行ってみま
せんか？

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

「ユカタンの女」
フランシスコ・スニガ

「惑星」小田襄 「青い樹」セバスチャン

　乳幼児の玩具と
しても機能する美
術作品の制作に挑
戦します。
　「高い、安い」「き
れい、汚い」など
で区別せず、全て
のものを等価に扱
う乳幼児ならでは
のモノの捉え方で身の回りのモノを
見つめ直しましょう（応募者多数の
場合は抽選し、当選者のみに参加券
を送付します。0～２歳の子どもが
いる家族、子どもを迎える家族を優
先。備考欄に記載してください）。
対象　おとな（子どもの入室可。安
全管理は同伴のおとなの方にお願い
します）。各回12グループ（お一人
での参加も可）
日時　５月20日㈰①午前10時30分～
午後0時30分②午後２時～4時
講師　やんツー（メディアアーティ
スト）
費用　入館料（おとな500円、4歳～
高校生200円）と各グループ2,000円
※５月7日㈪～10日㈭・14日㈪・21
日㈪・28日㈪は休館日です。
申込み・問合せ　５月10日（必着）
までに多摩六都科学館ホームページ 
　https://www.tamarokuto.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


