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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。
日時　10月28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　玉川太福（浪曲）、玉川みね
子（曲師）、入船亭小辰（落語）
②歌って健康！　歌声サロン
日時　10月18日㈬午後２時～４時
費用　1,000円（全席自由）
講師　杉山公章氏
③目指せ名人！　三遊亭天どん　ぶ
つかり稽古　其の六

　三遊亭天どんが文蔵師匠に挑みま
す。
日時　10月９日㈪午後２時～（開場
は午後1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、橘家文蔵
④講座「ベビーマッサージ教室」　
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　10月17日㈫午前10時30分～正午
講師　小宮しのぶ氏
費用　600円
持ち物　タオル・バスタオル・赤ち
ゃんの飲み物・授乳用ケープ
⑤講座「写経教室10月～12月」
　般若心経を通して「写経体」とい
う字体を学びます。各曜日先着18人。
日時　月曜教室＝10月23日、11月27
日、12月４日、木曜教室＝10月26日、
11月16日、12月7日、いずれも午前
10時～正午
費用　3,000円（全３回・用紙代別）
持ち物　大筆・小筆・すずり・墨汁
・下敷き・文鎮・半紙
講師　横田游心氏

⑥絵本deリトミック
　絵本や手遊びで、楽しく音楽で遊
びます。各クラス・各回先着14組。
日時　第1回＝10月３日㈫、  第２回
＝11月7日㈫、第３回＝12月5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・各回1,500円
持ち物　子どもの飲み物、動きやす
い服装
⑦おけいこアロマ
　トリートメントオイルを造ろう。
先着12人。
日時　10月20日㈮午後２時～３時30分
費用　1,500円
講師　西脇直子氏
⑧プリザーブドフラワー「小さな秋
のアレンジ」

　手ぶらで参加できます。各回先着10人。
日時　10月13日㈮午前９時30分～11
時30分、10月21日㈯午後1時30分～
３時30分
費用　3,000円
講師　福井ひろ子氏
※④・⑥は清瀬市子育てキラリクー
ポン券利用可。
申込み・問合せ　①・③～⑧は直接
窓口または電話で清瀬けやきホール☎
042・493・4011へ、②は直接会場へ

①親子クッキング～洋菓子編～
　「かぼちゃのパウンドケーキ」を
作ります。先着12組。
日時　10月21日㈯午後２時～４時
費用　1組2,000円（材料費込み）子
ども1人追加につき500円
持ち物　エプロン・三角巾・ふきん
②ひまわりクラフト倶楽部
　リース型と縮

ち り

緬
め ん

で「ハロウィンリ
ース」を作ります。先着12人。
日時　10月15日㈰午前10時～午後1時

費用　1,200円（材料費込み）
持ち物　先の曲がったピンセット・
持ち帰り用の箱か袋
③世界料理を造ろう（中国編）
　4000年の歴史を持つ中国の家庭料
理をお楽しみください。先着24人。
日時　10月26日㈭午前10時～午後1時
費用　1,500円（材料費込み）
④うたごえ広場
　懐かしい曲を歌い、楽しく過ごし
ましょう。各コース・各回16人。
日時　木曜コース＝10月5日・19日、
11月９日・30日、12月7日・21日、
火曜コース＝10月10日・24日、11月
21日・28日、12月12日・26日いずれ
も午前10時30分～正午
費用　いずれも1回800円
⑤歌と健康ボイストレーニング
　各回16人。
日時　10月10日・24、11月21日・28
日、12月12日・26日の火曜日いずれ
も午前10時30分～正午
費用　1回800円
⑥ヨガ教室
　各回16人。
日時　10月11日～12月21日の毎週水
曜日（水曜コース）、毎週木曜日（木
曜コース）（11月22日㈬・23日㈭を
除く）午後7時～8時
費用　1回800円
⑦やさしいピラティス
　各回16人。
日時　10月6日～12月22日の毎週金
曜日（10月27日除く）の午前クラス
＝午前９時30分～10時30分、午後ク
ラス＝午後３時30分～４時30分
費用　1回800円
⑧初めてのフラ
　各回16人。
日時　10月7日～12月９日の土曜日（10
月28日・11月18日を除く）午前10時～11時
費用　1回800円
申込み・問合せ　いずれも直接また
は電話でコミュニティプラザひまわ
り☎042・495・5100へ

　

　平成 28 年のトラック便宅配
個数は 38 億を超えました。大
手宅配便業者（以下、業者）数
社がこの取り扱い個数の増加、
人手不足、ドライバーの待遇改
善のために宅配料金の値上げを
発表しました。この宅配便の利
用に関してはさまざまな相談が
寄せられています。そのなかで
も多い、依頼した荷物の破損に
ついて紹介します。
【事例】

　親戚の家に野菜を２箱送るた
め、業者に集荷を依頼した。荷
物内容を話し、「いつ相手方に
着くか」と聞いたら、「明日で
す」といわれたので冷蔵便にし
なかった。次の日に荷物が届か
ず、業者に電話をしたら、「一
箱が行方不明」といわれた。結
局、相手に荷物が届いたのはそ
の次の日の午後 9 時過ぎで、野
菜はもう食べられる状態ではな
かった。
　業者に申し出たら、「傷んだ
荷物の確認をさせてほしい」、

「商品購入のレシートが必要」、
などといわれたが、野菜は農家
直売なのでレシートはない。そ
の後、業者からは何の連絡もな

　今年は春から夏にかけて、天
候が不安定な日が多かったので
すが、市役所の屋上で生活する
ミツバチたちが懸命に働いたこ
とで、約 64 キロのはちみつを
採ることができました。
　8 月下旬に実施した「楽しく
学ぶ純粋はちみつ採蜜体験」で
は、8 人の小学生たちに、はち

い。このまま泣き寝入りになっ
てしまうのだろうか。
【アドバイス】

　宅配物が破損し、それが配達
業者の責任だった場合、業者は
宅配便運送約款により損害賠償
の責任を負います。業者は賠償
にあたっては、破損した商品の
確認、預けた荷物の値段がわか
る納品書、損害賠償請求書など
を必要とします。しかし、この
事例のように価格が分かる領収
書や納品書の類がない場合も多
く、破損した商品も食品の場合
などは確認が難しいものがあり
ます。
　今回の件は、センターより業
者にその旨を申し出て、野菜の
購入代金と配送代について補償
をしてもらうことになりました。
また、消費者とトラブルになっ
たときは速やかに対処をしてい
ただきたいと申し出をしました。
問合せ　消費生活センター☎
042・495・6212（相談専用）

みつの採取を手伝ってもらい、
約 12 キロを採って、今年の採
蜜作業は終了となりました。
　来年もミツバチたちからの素
敵な贈り物「はちみつ」がいた
だけるように、清瀬の自然を守
りつつ、花あふれる街にしてい
きたいですね。

宅配便トラブル
－宅配を依頼した食料品が
　　　　　傷んでしまったー

ミツバチたちからの贈り物

◆無料健康麻雀教室
対象　麻雀が初めてまたは初級で、全
5回参加できる方。先着20人（5卓）
日時　10月6日～11月10日の金曜日

（11月３日を除く）午前10時～正午
内容　健康麻雀の基礎
◆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＝毎週水・土曜日午前10
時～正午（全４回）、スマホ＝10月19日㈭、
11月16日㈭午前10時～午後０時15分
※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

◆大型映像「HORIZON
宇宙の果てにあるも
の」

　「宇宙の果てはどうな
っているのだろう？」。
　天動説から地動説へ、
そして定常宇宙論から
ビッグバン宇宙論へ。
人々が宇宙の地平（HO
RIZON）を追い求める姿を、最新理論
を交えて美しく描き出します（星空解
説・投影はありません）。先着234席。
日時　10月6日㈮～平成30年２月２日
㈮いずれも午後２時30分～３時15分
費用　観覧付入館券おとな1,000円・
４歳～高校生400円
※小学２年生以下は保護者の同伴が必要。
※当日インフォメーションで観覧券を
先着順で販売。
申込み・問合せ　多摩六都科学館☎
042・469・6100へ
※10月の休館日は２日㈪～5日㈭・10
日㈫・16日㈪・23日㈪・30日㈪

蜜源植物の苗木無料配布会
　清瀬市内にミツバチのごはんと花を増やす取り組み「蜜源植物の
苗木無料配布会」を開催します。開催期間中は、「清瀬市役所産は
ちみつ」の販売や、地元花農家による花の直売会も行います。
日時　10 月 17 日㈫～ 20 日㈮午前 10 時～午後３時
販売物　清瀬産はちみつ 800 円（税込）（80㌘、各日 50 個 1 人 1
個限定）・清瀬市内で生産された花各種
配布樹種　ブルーベリー・オリーブなど全 24 種類・2,000 本（い
ずれの販売物・配布物ともなくなり次第終了）
会場　清瀬リハビリテー
ション学院跡地
問合せ　総務課営繕係☎
042・492・5111（ 内 線
524・254）

催し物ポスター


