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①朗読教室
　朗読の基礎を学びます。先着20人。
日程　7月12日～11月8日の第２・
４水曜日と11月11日㈯・12日㈰（12
日は発表会）
講師　劇団キンダースペース（小林
もと果・大桑茜・瀬田ひろ美）
費用　6,500円×3回または17,000円
一括払い
②清瀬けやき亭落語会
日時　7月22日㈯午後２時～（開場
は午後１時30分）
費用　前売り一般1,800円・友の会
1,600円・ペア3,000円・シルバー（65
歳以上）1,300円、当日2,000円（全席
指定、未就学児入場不可）
出演　三遊亭天どん、古今亭志ん八、
柳亭こみち
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）1,500円、当日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おやこで一緒につくろう！プリザー
　ブドフラワー・アレンジメント教室
　いろいろな素材を使ってプリザーブ
ドフラワーでリースを作ってみよう。
対象　小・中学生。先着10人
日時　8月5日㈯午後１時30分～3

時30分
費用　1,800円
講師　福井ひろ子氏
⑥講座「おはし教室」
　自分の手のサイズに合ったオリジ
ナルのおはしをつくろう。
対象　小学生以上。先着４0人
日時　7月29日㈯午後１時30分～４時
費用　1,500円
講師　㈱兵左衛門
申込み・問合せ　⑤は7月２日～、
その他は直接窓口または電話で清瀬
けやきホール☎0４2・４93・４011へ

①ひまわりクラフト倶楽部
　縮
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緬
め ん

で「夏のリース」作り。先着
12人。
日時　7月16日㈰午前10時～午後１時
費用　1,200円
持ち物　先の曲がったピンセット、
持ち帰り用の箱か袋
②清瀬きもの部
　浴衣の着付けと帯結び。先着10人。
日時　7月9日㈰午前10時～正午
費用　300円
持ち物　浴衣・伊達締め・腰ひも１
本・半

は ん
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お び

③世界の料理を造ろう（タイ編）
　タイ王国の料理を紹介。先着2４人。
日時　7月27日㈭午前10時～午後１時
費用　1,500円（材料費込み）
※託児あり。
④ヨガ教室
　各回先着16人。
日時　7月5日㈬から9月28日㈭ま
での水・木曜日。水曜コース＝毎週
水曜日（7月19日・8月9日・9月
6日を除く）・木曜コース＝毎週木
曜日（7月20日・8月10日・9月7
日を除く）いずれも午後7時～8時
費用　１回800円
⑤やさしいピラティス
　各回先着16人。

日時　7月7日～9月29日の毎週金
曜日、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（8月11日を除く。）
費用　１回800円
⑥はじめてのフラ
　先着16人。
日時　7月8日～9月30日の毎週土
曜日午前10時～11時（7月29日、8
月12日、9月２日・23日を除く）
費用　１回800円
⑦キッズダンス　４～５才クラス
　基本動作やステップを身につけます。
対象　４才～5才。先着16人
日時　7月1４日・28日、8月11日・
25日、9月8日・22日いずれも金曜
日午後3時30分～４時30分
費用　１回800円
⑧キッズダンス　ジュニア
　創造的なダンス体現を目指しま
す。先着16人。
日時　7月16日・30日、8月13日・
27日、9月10日・2４日いずれも日曜
日午前10時～11時
費用　１回800円
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（④～⑧
は随時見学可）

◆無料パソコン教室（Windows10）
　・無料タブレット・スマホ教室
　（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（各月全４回）、タブレット
・スマホ＝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
◆無料夏休み子供パソコン教室
　１日目はＴシャツ・２日目はトート
バッグ・3日目はレターセット・４日
目はミニカレンダー・5日目ミニうち
わ・6日目は絵ハガキを作ります。
対象　小・中学生（小学１～3年生

　

【事例１】
　一人暮らしの母親が賃貸住宅で
亡くなり、数日後に発見された。
息子である自分が連帯保証人に
なっているが、大家から何らかの
費用請求を受けるだろうか。
【事例２】

　同居の妻が賃貸住宅内で自殺
した。賃貸住宅の契約者である
自分に対し、大家から何らかの
費用請求を受けるだろうか。
【アドバイス】

　事例 1 ですが、人が亡くな
ることは居住していくうえで避
けられない出来事であり、借主
に故意・過失があるとみなすこ
とはできないので特別な事情が
ない限り、遺族や連帯保証人が
その責任を負う必要はないと考
えられています。ただし、損耗・
汚損の程度によっては通常の原
状回復費用より多く負担する場
合があります。
　一方、事例２の自殺が起きた
部屋というのは心理的瑕

か

疵
し

（心
理的に嫌悪される事由）にあた
るとされます。これは賃貸借契
約における賃借人の善管注意義
務違反とみなされます。
　遺族や連帯保証人に請求され

　ミツバチたちが蜂蜜を作るに
は、多くの時間と労力がかかっ
ています。
　ミツバチたちが花から採って
くる蜜を「花蜜（かみつ）」と
いいます。この時の蜜の糖度は
10％から 20％、水分は多いも
ので 90% 近くあります。この
花蜜を外勤蜂が巣に持ち帰り、
内勤蜂に口移しで渡します。そ
れをまた違う内勤蜂に口移しを
します。この工程の際に、ショ
糖がブドウ糖と果糖に分解さ
れ、ミツバチから分泌される酵
素が加わります。こうして次か
ら次へと巣室に蜜を貯めてい
き、次は水分を飛ばす作業に
移っていきます。
　貯蔵したばかりの蜜は水分が
多いため、ミツバチたちは一生

る一般的なものとしては、逸失
利益（損害賠償）と原状回復が
考えられます。逸失利益とは自
殺が起きたことにより部屋を貸
せなくなった期間や、家賃を減
額した期間の正規家賃との差額
のことを指します。入居者の自
殺という事故があると少なくと
も直後は心理的に嫌悪すべき事
由があるものとして、通常空室
期間を設けます。新しい入居者
を募集する際も通常の賃料額で
賃貸することは難しいので、か
なり減額した賃料で賃貸せざる
を得ないのが実情です。
　なお、賃貸物件で自殺が起き
てしまった際の考え方や裁判で
出される結果は一律ではありま
せん。今回のアドバイスはあく
まで一般論となり、個別の事情
によってセンターからの助言も
変わります。賃貸借契約でお困
りのことがあれば消費生活セン
ターにご相談ください。
問合せ　消費生活センター☎
042・495・6212（相談専用）

懸命羽で風をおこして、蜜を乾
燥させていきます。蜜の水分が
20％ほどに熟成されると、体
からミツロウを出して蓋をしま
す。一枚の巣板の約 8 割に蓋
がかかったら収穫可能となりま
す。ここまで約 2 か月かかり
ます。
　ミツバチの寿命は約 1 か月。
1 匹が一生で集める蜜の量は
ティースプーン 1 杯ほど。蜂
蜜はミツバチからの大切な贈り
物、大事にいただかなければい
けませんね。

～清瀬産はちみつ『きよはち採蜜見学会』を開催～
　多くのリクエストにお応えして、清瀬産
はちみつ『きよはち採蜜見学会』を開催し
ます。先着 8 人。
日時　7 月 27 日㈭午前 10 時～ 11 時ごろ
場所　清瀬市役所屋上
申込み・問合せ　7 月 3 日～ 7 日（平日午
前 8 時 30 分～午後 5 時）に電話で総務課
営繕係☎ 042・497・1841 へ

賃貸住宅で賃貸人が
亡くなったら・・・

～手間ひまかかってます～
はちみつができるまで

小学校道徳の教科書展示を
行っています

は保護者同伴）。各日先着15人
日時　7月31日㈪～8月5日㈯午後１
時～４時
費用　１日目のみ500円（Ｔシャツ代）
※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

◆【平日限定】大人のカフェ＆シアタ
　ー割引
　多摩六都科学館のカフェ「六都なお
きち」のご利用でプラネタリウム・大
型映像の観覧が200円引きに。平日の科
学館をゆったりとお楽しみください。
対象　おとな料金で入場する方（ひと
り１日１回限り）
実施期間　7月1４日㈮までの平日
費用　おとな観覧付入館券（1,000円
→800円）・セット券（1,４00円→1,200円）
※カフェ利用券を受付に提示してくだ
さい。カフェでの食事代は別途実費。
※7月の休館日は7月3日㈪・10日㈪
・18日㈫
問合せ　多摩六都科学館☎0４2・４69・6100

　清瀬市の小学校で平成30年度
から使用する「特別の教科　道
徳」の教科書見本を展示してい
ます。ぜひお越しいただきアン
ケートにご協力をお願いします。
展示場所　中央図書館、竹丘図書館
期間　７月14日㈮まで
時間　午前10時～午後５時（中央
図書館＝水・木曜日は午後７時ま
で、竹丘図書館＝木曜日は午後７
時まで、両館とも月曜日休館）
問合せ　指導課指導主事☎042・
497・2552
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