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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。
日程　９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　立川志の春、立川志の太郎
②目指せ名人！ 三遊亭天どん　ぶ
　つかり稽古　其の六
　三遊亭天どんのぶつかり稽古シリ
ーズ。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
③講座「おけいこアロマ」
　シトラス使いこなし術。先着12人。
日時　９月15日㈮午後２時～3時３０
分
費用　1,5００円
講師　西脇直子氏
④講座「ベビーマッサージ教室」
　赤ちゃんへのオイルマッサージ。
日時　９月26日㈫午前1０時３０分～正
午
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
費用　1,5００円
持ち物　タオル・バスタオル・赤ち
ゃんの飲み物・お持ちの方は授乳用
ケープ
講師　小宮しのぶ氏
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生花アレンジメントレッスン
　生花を自分でステキにアレンジメ
ントしてみませんか？    先着8人。
日時　①第１回＝９月３０日㈯②第２
回＝11月26日㈰③第3回＝12月27日
㈬、①・②は午後２時～4時③は午
前９時３０分～
費 用　 参 加 費３,０００円（ 全 3 回 分 ）、
材料費①2,1００円②2,2００円③2,8００円

（花・器・資材込み）
持ち物　巻尺・雑巾
講師　福井ひろ子氏
⑦歌って健康！　歌声サロン
　懐かしい名曲の数々をプロの生演
奏に合わせて歌ってみませんか。
日時　９月1３日㈬・1０月18日㈬いず
れも午後２時～4時
費用　1,０００円
講師　杉山公章氏
申込み・問合せ　⑦は直接会場へ。
それ以外は直接窓口または電話で清
瀬けやきホール☎０４2・４9３・４０11

①ひまわりマルシェ（チャリティー
　バザー）出店者募集
　手作り雑貨などを中心として販売
し、地域住民の交流を図る催しもの
です。
日時　1０月１日㈰午前1０時～午後２時
費用　出店料1,０００円

②世界料理を造ろう（ルーマニア編）
　農業国らしい素材を生かしたルー
マニアの民族料理を堪能してみてく
ださい。先着2４人。
日時　９月21日㈭午前1０時～午後１時
費用　1,5００円（材料費込み）
③清瀬きもの部
　きものビギナー向け、ふだん着物
の着付け。先着5人。
日時　９月～12月の毎月第２日曜日
午前1０時～正午
費用　1,5００円（全4回分）
持ち物　着物一式、半幅帯
④ひまわりクラフト倶楽部
　「縮

ち り

緬
め ん

で作る秋の飾り」。縮緬で秋
満載の小物を作ります。先着12人。
日時　９月17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（蓋つきの物）
申込み・問合せ　いずれも直接窓口
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）
対象　パソコンが初めてまたは初級
の方（シニア大歓迎）。各コース先
着12人
日時　水曜日コース=1０月4日・11
日・18日・25日、土曜日コース＝1０
月7日・1４日・21日・28日いずれも
各曜日午前1０時～正午（各月全4回）
◆無料タブレット・スマホ基礎教室
　（iPad使用）
対象　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　毎月・第3木曜日午前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

　今年は記録的な降雨が続き、
屋上のミツバチ達も、雨のなか
苦労しながら花蜜や花粉を採り
に行っていました。雨のなか飛
び回るのは大変ですが、水分は
ミツバチにとっても大切です。
水溜りや池、水道の蛇口部分な
ど、あらゆる所に水を飲みに行
きます。
　小さい体で 2 キロも 3 キロ
も蜜を求めて飛び回るので、喉
が渇くのも当然ですね。しかし、
彼らは、自身の水分補給だけで
なく、巣で待つ家族のためにも
たくさんの水分を摂るのです。
　水をおなかに貯めて巣に持ち
帰り、赤ちゃんミツバチ（幼虫）
のごはんとなる水分の多い蜂蜜
を作るために利用したり、暑い
なか一生懸命に巣のなかで働く
家族を助けようと、巣のなかに

【事例 1】
　3 日前に「不用になった古着
を買い取ります」という電話が
あり、訪問を許可した。業者は
家に上がるなり「古着の他に
ネックレスや指輪はないか」と
聞いてきた。見せるだけのつも
りでアクセサリー数点を出した
ところ、そのまままとめて買い
取られてしまった。このことで
家族に叱られてしまったので、
今からでも売ったものを返して
ほしい。

【事例２】
　一人暮らしをしている母の家
を訪ねた際、売買契約書を見つ
けた。母によれば不用品の買い
取り業者から電話がかかってき
たので家に来てもらったとい
う。契約書では古着の他に指輪
やネックレスも売ったことに
なっているが、母は何を売った
か覚えていない。契約日は 10
日前だが、高価な貴金属を安く
買い取られてしまったのなら返
してほしい。

【アドバイス】
　金の価格の上昇などを背景に
貴金属の買い取り業者が増えて
います。それに伴い「買い取り
業者のしつこい勧誘に負けて、

相場よりかなり安い価格で買い
取られてしまった」といったト
ラブルが増えています。
　訪問購入は特定商取引法によ
り規制されており、消費者（売
却者）は法律で記載が定められ
た書面（法定書面）を受け取っ
た日を含めて 8 日以内であれ
ばクーリング・オフができます。
　事例１ではクーリング・オフ
の期間中に申し出たので売却品
が戻りました。一方、事例２は
すでにクーリング・オフ期間を
過ぎており、売却品は第三者に
転売されていたため返品されま
せんでした。
　訪問購入のトラブルに遭った
場合は、早めの対処が解決のカ
ギとなります。また、訪問購入
の規定が適用されない例外もあ
りますので、判断に迷った場合
は消費生活センターに相談して
ください。
問合せ　消費生活センター☎
042・495・6212（相談専用）

水を撒き温度を下げたりするの
です。
◆巣内の温度管理
　巣のなかの適切な温度は 35
度前後。気温が高い暑い日は、
ミツバチたちはさまざまな努力
をして、巣箱内の温度管理をし
ます。水を撒き、気化熱で温度
を下げ、巣門の前で羽を一生懸
命動かし、暑くなった空気を追
い出し、それでも暑いときは、
巣箱内の密度を下げるため、巣
箱の外に出て温度調整します。
力を合わせて行う空調管理シス
テム、感心しますね。
　9 月になりましたが、まだま
だ湿度が高く、暑い日が続きそ
うです。体調を崩されないよう
に、日中は空調設備が整った場
所で過ごすなど、熱中症予防を
してください。

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「魔王（サタン）と間違え
　られる土星（サターン）を見よう！」
　ローマ神話の農耕の神様の名前が付
けられた土星を見てみませんか？
　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）。対象者以
外の参加・同伴
はできません。
定員5０人（応募者多数の場合は抽選し、
当選者にのみ参加券を送付）
日時　９月３０日㈯午後6時３０分～8時
場所　多摩六都科学館　サイエンスエ
ッグ及び屋上
費用　無料
申込み　９月19日（必着）までに多摩
六 都 科 学 館 ホ ー ム ペ ー ジ（ 　http://
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・氏名（フリガナ)・年齢（学年）
・郵便番号・住所・電話番号を記載の
うえ、〒188―００1４西東京市芝久保町
5―1０―6４　多摩六都科学館へ
※９月の展示室開館時間は午前９時３０
分～午後5時（入館は午後4時まで）
※９月の休館日＝１日㈮・4日㈪～7
日㈭・11日㈪・19日㈫・25日㈪
問合せ　多摩六都科学館☎０４2・４69・
61００

上＝市役所屋上に設けた水場
右＝羽を懸命に動かし、内部の
熱い空気を外へ

巣箱内の密度を下げるため外へ

クーリング・オフできる？
～トラブルが絶えない訪問購入～

みつばちの暑さ対策
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