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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　8月27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　柳亭市弥、金原亭馬久
②「夏休みらくご塾」そうだじゅげ
　むやろう
日時　8月3日㈭・7日㈪・9日㈬
午後２時～3時1０分（9日は発表会）
対象　小・中学生。先着15人
費用　2,０００円（全3回）
出演　雷門音助
持ち物　ゆかた（じんべいも可）
③そうだじゅげむきこう　夏休みス
　ペシャル
　大ホールでの落語会。ちびっこ落
語家の発表もあります。
日時　8月9日㈬午後２時～（開場
は午後１時３０分）
費用　一般1,０００円（全席自由、中学
生以下無料）
出演　三笑亭夢丸、江戸家まねき猫

（動物ものまね）、雷門音助
④朗読劇　月光の夏
日時　8月19日㈯午後２時～（開場
は午後１時３０分）
費用　前売り一般2,３００円・友の会
2,０００円・ペア３,０００円・シルバー（65
歳以上・要証明書）1,5００円、当日一
般2,5００円（全席指定、未就学児入場
不可・高校生以下無料）
出演　劇団東演、根岸弥生（ピアノ）
⑤親子でつくる夏のリース
　いろんな素材でリースを作ろう。
対象　小学3年生以上の子どもとそ
の保護者。先着1０組
日時　8月5日㈯午後１時３０分～3時３０分
費用　2,０００円

講師　福井ひろ子氏
⑥映画「この世界の片隅に」
　各メディアのランキングで第１位
を獲得したアニメーション映画です。
対象　小学生以上。
日時　8月18日㈮第１回＝午前1０時
３０分～・第２回＝午後２時～・第3
回＝午後5時３０分～
費用　前売り一般1,2００円・友の会
1,０００円・シルバー（65歳以上・要証
明書）9００円、小・中学生5００円
⑦講座「ベビーマッサージ教室」
　服を着たままできる赤ちゃんへの
マッサージ。
対象　２か月～ハイハイ前の赤ちゃ
んとその保護者。先着1０組
日時　8月8日㈫午前1０時３０分～正午
費用　6００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
⑧講座「おけいこアロマ」
　夏向けの入浴剤と手浴体験。先着12人。
日時　8月22日㈫午後２時～3時３０分
費用　1,5００円
講師　西脇直子氏
⑨音楽コンサート（亀山法男）
　亀山法男の歌とピアノのコンサート。
日時　8月28日㈪午後１時～２時
費用　前売り一般1,０００円・シルバー（65
歳以上・要証明書）8００円、高校生5００円、
中学生以下無料（友の会は各2００円引き）
⑩音楽コンサート（小山弦太郎・椿
　太陽・金亜軍）
日時　8月29日㈫午後２時～（開場
は午後１時３０分）
費用　前売り一般2,5００円・シルバー（65歳
以上・要証明書）2,０００円、中・高校生5００円
・小学生以下無料（友の会は各３００円引き）
出演　小山弦太郎（サクソフォーン）
・椿太陽（ヴァイオリン）・金亜軍（揚琴）
⑪歌って健康！　歌声サロン
日時　8月16日㈬・9月1３日㈬いず
れも午後２時～4時

費用　1,０００円
講師　杉山公章氏
※⑥⑨⑩は全席自由・⑥は未就学児
入場不可
申込み・問合せ　⑪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ひまわりフェスタ・コンサート
　ひまわりフェスティバル特別企
画。シンガーソングライター相川理
沙さんとビブラフォン奏者大久保貴
之さんのコンサート。先着5０人。
日時　8月27日㈰午後２時～4時

（開場は午後１時３０分）
費用　前売り一般　1,2００円、当日
一般1,5００円、中学生以下5００円
②ひまわりクラフト倶楽部
　スチロールのボールと縮
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で『うさ
ぎのお月見飾り』を作成。先着1０人。
日時　8月2０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・
持ち帰り用の袋か箱
③世界の料理を造ろう（インド編）
　南インド地方のカレーを紹介。先着24人。
日時　8月29日㈫午前1０時～午後１時
費用　1,5００円（材料費込み）
④親子クッキング（夏休み企画）
　親子でお菓子作り。先着12組。
日時　8月22日㈫午後２時～4時
費用　１組2,０００円（材料費込み・子
ども一人追加につき5００円）
申込み・問合せ　いずれも直接窓口
または電話（①は8月25日までイベ
ント名・氏名・連絡先・人数を明記
し メ ー ル 　kiyose_himawari@s-sei
un.co.jpも可）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）

　一生懸命せっせと働く人を例
えて「働き蜂」といいます。本
当に働き蜂って、そんなに働き
者なのでしょうか？
　「カリカリカリ」巣箱のなか
から、何かを噛み砕く音が聞こ
えます。巣箱のなかの巣板に目
を向けると、赤ちゃんみつばち
が、一生懸命巣房から出ようと
してます。働き蜂達は、ふ化す
る赤ちゃんの時から、誰の助け
も借りないで働き始めます。
　働き蜂の寿命はこの時期約１
か月。寿命が 1 年に満たないた
め、みつばちの歳は、日にちで
数える「日齢（にちれい）」で
表します。働き蜂は日齢によっ
て、仕事の役割が変わっていき
ます。

　生まれたばかりの赤ちゃん
は、まず巣のなかの掃除をしま
す。それから 3 日ほどで、育
児や体から分泌されるロイヤル
ゼリーを女王蜂に与える仕事

　私たち消費者が、クリーニン
グに出した衣類などに問題が起
きた場合の解決策のひとつに賠
償があります。
　賠償は、クリーニング後に衣
類の収縮や色変化、形態変化な
どのトラブルがおき、着用でき
なくなったときに検討されま
す。そのトラブルが衣類そのも
のによる問題や、その他の要因
によるものではなく、クリーニ
ング店に責任があったと判明し
たときの解決策となります。
【相談事例】

　革のジャケットをクリーニン
グに出したところ、表皮の艶が
なくなり、全体が収縮して着用
できなくなった。クリーニング
店の責任者が「賠償基準に従っ
て返金をするので、購入金額を
教えてくれ」と言うが、価格は
覚えていない。また、賠償基準
とは何か。
【アドバイス】

　衣類には家庭用品品質表示法
で定められた表示（タグ）が付
いています。これは衣類の詳し
い ＂名札＂ のようなものです。
服の脇やポケットのなかなどに
縫い付けられています。このタ
グには、使用されている繊維の
種類・混用率・洗濯方法・表示

者（会社）および連絡先・品番
が記されています。価格が分か
らない場合は表示者に連絡し、
品番で問い合わせると販売価格
が分かります。このジャケット
もすぐに価格が分かりました。
　クリーニングの賠償基準は、
消費者保護施策としてクリーニ
ング生活衛生同業組合から出さ
れているものです。衣類などの
使用年数を設定し、それに対し
て購入時から何年経過したかで
着用できなくなった衣類などの
補償割合が決まります。
　事例の革のジャケットは、5
年の使用年数設定になってお
り、それに対して購入時から
8 年経過していたので価格の
14％の補償となります。詳し
い補償割合表は消費生活セン
ターにあるのでトラブルが起き
た時にはご相談ください。
問合せ　消費生活センター☎
042・495・6212（相談専用）

をします。そして 10 日から 15
日が経過すると、巣作りや蜜の
運搬、また貯蔵係などを行い、
更に歳を重ねると、外敵から家
族を守る門番などをします。そ
して最後に外勤蜂として、蜜や
花粉を取りに行くようになりま
す。

　このように働き蜂は、生まれ
たばかりの赤ちゃんの時から働
き続ける働き者なのです。
　8 月 19 日から、みつばち達
が心待ちしている清瀬のビッグ
イベント「清瀬ひまわりフェス
ティバル」が開催されます。広
い農地に約 10 万本、大小さま
ざまな種類のひまわりが花を咲
かせます。ひまわりには、みつ
ばちが大好きな花粉がいっぱ
い。黄色い花粉を体中つけて飛
び回ります。この可愛らしいみ
つばち達の姿もぜひ見に来てく
ださい。
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対象　パソコンが初めてまたは初級の
方（シニア大歓迎）。先着12人
日時　水曜日コース=9月6日・1３日
・2０日・27日、土曜日コース＝9月２
日・9日・16日・３０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（8月のみ第
4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　直接窓口または電話
で友遊（NPO法人情報労連東京福祉セ
ンター）☎０42・497・85００へ

◆お盆限定プラネタリウム「星を見に
　行こう～西武鉄道星空の旅～」
　ご要望にお応えして、期間限定で再
登場！    西武鉄道に
乗って星空観察の旅
に出かけてみません
か？大型ドームで見
る運転席からの景色
も お 楽 し み く だ さ
い。先着2３4人。（※
平成28年11月～平成
29年１月のテーマの
再投影です）
日時　8月11日㈮～15日㈫午後5時45
分～6時３０分
費用　観覧付入館券（大人1０００円、4
歳～高校生4００円）
※当日開館時よりインフォメーション
にて観覧券を販売します。小学２年生
以下は、保護者の同伴が必要。
※8月の休館日はありません。
問合せ　多摩六都科学館☎０42・469・61００

お詫び　7月１日号のタイトル
内「賃貸人」は誤りで、正しく
は「貸借人」でした。お詫びし
て、訂正いたします。
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クリーニングトラブル
―賠償の基準―

働き蜂って
本当に働き者？


