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①そうだじゅげむきこう
　和室で楽しむ落語会。椅子席あり。
日時　4月22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　立川談吉・立川寸志
②講座「ベビーマッサージ教室」
　洋服を着たまま簡単にできる赤ち
ゃんへのマッサージです。
対象　2か月～ハイハイ前までの赤
ちゃんとその親。先着10組
日時　4月25日㈫午後1時30分～３時
費用　600円
講師　小宮しのぶ氏
持ち物　バスタオル・タオル・赤ち
ゃんの飲み物・お持ちの方は授乳用
ケープ
③清瀬リコーダーフェスティバル
　Vol.2リコーダーオーケストラを
　楽しもう！
　「スーパーリコーダーカルテット」
の演奏などをお楽しみください。
日時　4月30日㈰午後2時30分～
（開場は午後1時30分）

費用　一般2,000円・友の会1,800円
・小中高校生500円（未就学児入場
不可・全席自由・予約制）
出演　スーパーリコーダーカルテッ
ト・松浦孝成（リコーダー）・深井
瑛理（リコーダー）
④講座「写経教室」（４月～６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20人。
日時　月曜教室＝4月24日・５月８
日・６月26日、木曜教室＝4月13日
・５月18日・６月８日、いずれも午
前10時～正午
講師　横田游心氏
費用　3,000円（３回分・用紙代別）
持ち物　大筆・小筆・すずり・墨汁

・下敷き・文鎮・半紙
⑤清瀬けやき亭落語会
　三遊亭天どんが若手と競演。
日時　５月３日㈬午後2時～（開場
は午後1時30分）
出演　三遊亭天どん・古今亭駒次・
柳家わさび
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1,300
円（65歳以上・証明書要提示）、当日
2,000円（全席指定・未就学児入場不可）
⑥伊奈かっぺいトークライブ
　津軽弁を駆使したユーモアあふれ
る語り口のトークライブです。
日時　６月23日㈮午後３時30分～
（開場は午後３時）

出演　伊奈かっぺい、竹田裕美子（ピ
アノ）、山上進（津軽三味線・尺八・横
笛）、佐久間順平（ヴァイオリン・ギター）
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）
⑦歌って健康！　歌声サロン
日時　4月５日・1９日の水曜日いず
れも午後2時～4時
講師　杉山公章氏
費用　1,000円（全席自由）
申込み・問合せ　①～⑥は直接窓口
または電話で清瀬けやきホール☎
042・4９3・4011へ、⑦は直接会場へ

①世界の料理を造
つ く

ろう（ブラジル編）
　南米・ブラジルの料理をご堪能く
ださい。先着24人。
日時　4月22日㈯午前10時～午後1時
費用　1,500円（材料費込み）
②ヨガ教室
　しなやかで健康な身

か ら だ

体作りを応援
します。各回先着16人。
日時　4月５日～６月22日の毎週水・
木曜日（水曜コース、木曜コースそれ
ぞれ全10回。4月1９日・20日、５月３

日・4日を除く）午後7時～８時
費用　1回につき800円
③やさしいピラティス
　運動に慣れていない方でも気軽に
参加できます。各回先着16人。
日時　4月7日～６月30日までの毎
週金曜日（５月５日を除く）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回につき800円
④はじめてのフラ
　土曜の朝にフラダンス。一日を爽
快に始めましょう。各日先着16人。
日時　4月８日～６月10日の土曜日
（全7回。4月2９日、５月13日・20
日を除く）午前10時～11時
費用　1回につき800円
⑤歌と健康ボイストレーニング
　正しい発声で健康な体作りを目指
します。各回先着16人。
日時　4月11日・25日、５月16日・
30日、６月13日・27日の火曜日午前
10時30分～正午（全６回）
費用　1回につき800円
⑥うたごえ広場
　懐かしいメロディーを歌って楽し
く過ごしましょう。先着16人。
日時　4月11日・25日、５月16日・
30日、６月13日・27日の火曜日午後
1時30分～３時（全６回）
費用　1回につき800円
⑦キッズダンス　４～5歳クラス
　楽しい曲に合わせてヒップホップ
の動作やステップを身に付けます。
対象　4・５歳児。先着16人
日時　4月14日・28日、５月12日・
26日、６月９日・23日の金曜日午後
３時30分～4時30分
費用　1回につき800円
⑧キッズダンス　ジュニア
　基本動作・ステップを身に付けて
創造的なダンス体現を目指します。
対象　小学生。先着16人
日時　4月16日・30日、５月14日・
28日、６月11日・25日の日曜日午前

10時～11時
費用　1回につき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

◆無料健康麻
マージャン

雀教室
　健康麻雀の基礎など。
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
日時　５月12日～６月９日の毎週金
曜日午前10時～正午
◆無料パソコン教室（Windows10)・
　無料タブレット教室（iPad）
対象　初めてまたは初級の方。いず
れも各月先着10人
日時　パソコン＝５月６日～27日の
土曜日、タブレット＝4月20日㈭・５
月18日㈭。いずれも午前10時～正午
※カラオケ・ピンポン・ヨガなどの
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

　

　リボ（リボルビング）払いを
勧めるカード会社の「上限まで
いくら買い物をしても月のお支
払いはらくらく定額」といった
宣伝を目にすることが多いかと
思います。確かにリボ払いは、
使いすぎた時の支払いを分割払
いにできるのですから、月々の
支払いは楽になります。
　このリボ払いに関するトラブ
ルはしばしば消費生活相談にも
寄せられます。
＜事例＞
　銀行の口座から毎月同じ金額
のカード会社の引き落としがあ
ることに気が付き、カード会社
に問い合わせた。すると「お客
様のお支払いはリボ払い設定に
なっています」と言われた。カー
ドを使用する時には1回払いと
告げていたが、カード申込み時
にリボ払いを選択したからだと
説明された。カードを作ってか
ら３年間手数料を払っていたこ
とになる。カード申込み時に詳
しい説明はなかった。
＜アドバイス＞
　リボ払いの金利手数料はほと
んどの会社が年利 15㌫設定と
しているようです。例えば 12

　清瀬市では、地域の活性化、
花のあるまちづくり事業の拡
充、地元ブランドの創出を目的
に、平成 26 年３月から、市役
所本庁舎屋上で養蜂を行う「清
瀬みつばちプロジェクト」を展
開しています。地方自治体によ
る養蜂の取り組みは、東京都内
初となります。
　みつばちは食事となる花蜜や
花粉を求めて、花と花の間を飛
び回ります。この活動を「ポリ
ネーション（花粉交配）」といい、
みつばちの体についたオシベの
花粉がメシベに運ばれ、植物は
受粉をして種子を作り、花を咲
かせます。食用植物の生産の３
分の1は、みつばちが行うポリ
ネーションにより生産されると
言われています。
　清瀬は農業が盛んなまちで、
市内には約 200㌶の農地面積が
あります。特産品のニンジンを
はじめ、トマト・ナス・キュウ
リなどさまざまな農作物が生産
されています。みつばちの活動
により、基幹産業である農業の
更なる発展、花のあるまちづく
りの推進が図られることを期待
します。

万円の買い物をして、毎月1万
円のリボ払いにした場合、（買
い物を重ねなければ）1万円支
払うごとに残高が減っていくの
で、総支払額は利子も合わせて
13 万円程度となります。これ
だけだと大きな負担感は感じな
いかもしれませんが、事例のよ
うにすべてのカード利用料金を
リボ払いにすると、未払いの残
高が 50 万円だとすれば、月に
5,000 円以上の手数料が発生す
ることになります。
　リボ払いを利用するのであれ
ば、できるだけ早めに返済する
こと。できれば本当にお金に
困ったときのみの利用が賢明で
しょう。
　カード会社は手数料が大きな
収入です。消費者にしきりにリ
ボ払いを勧めるのはなぜなのか
を考えてみましょう。
問合せ　消費生活センター☎
042・495・6212（相談専用）

　この清瀬みつばちプロジェク
トの活動の一環として「蜜源植
物の苗木無料配布会」を実施し
ます。期間中には、雑草の発芽
の抑制に効果がある「清瀬ウッ
ドチップ」、燻製用「清瀬桜チッ
プ」など、市内の樹木から作り
出されたさまざまな商品の販売
も実施します。

◆蜜源植物の苗木無料配布会◆
日 時　4月 11 日㈫～ 14 日㈮
午前 10 時～午後３時
場所　清瀬リハビリテーション
学院跡地
配付樹種　ブルーベリー・シャ
クナゲ・ユキヤナギ・レンギョ
ウ・ガクアジサイ他 12 種類・先
着 1000 本（なくなり次第終了）
販売物　清瀬ウッドチップ・清
瀬桜チップ・薪・清瀬市ガイド
ブック他

問合せ　総務課営繕係☎ 042・
497・1841

① スポーツクラブで入会を断られている 人

 ②車いすの利用を理由に入店断られる 人

③車いすの 人を電車に乗せる駅員

④子どもに棚の上を取ってあげる大人 

⑤車いすの人 に棚上もを取ってあげる

 ⑩絵や字を用いてコミュニケーション図る

⑪手話のこんにちは ⑫手話のありがとう

⑬交通系 IC カードを持って電車に乗る

⑭交通系 IC カードで駐車場の清算をする人

⑮スマートフォンを操る人

⑯会員カードを機械にかざす手

⑰止めてある車

⑱クレジットカードから飛んで行くお金

⑥サングラスをしている人

 ⑦駅で迷っている人

⑧点字ブロックの上に自転車 

⑨専門用語をまくしたてる人 と困る人 

リボ払いは支払いの負担を
減らす？

清瀬の農業を支える
みつばちの活動

◆生解説プラネタリウム「Zooooo
om！ in 宇宙」

　地球を離れて宇宙の大きさを体験
しましょう。最新の望遠鏡などが解
き明かした宇宙の姿をご紹介します。
日時　５月7日㈰までの午後1時10
分～・午後３時50分～（4月7日以
降の水曜日を除く平日は午後３時50
分～のみ。５月３日～５日は午後2
時～・午後4時30分～。いずれも各
回約45分）
費用　観覧付入館券おとな1,000円
・高校生以下400円
※4月10日㈪～13日㈭・17日㈪・24
日㈪は休館日です。
問合せ　多摩六都科学館☎042・46９
・6100


