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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
あります。
日時　3月５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・春風亭昇也
②亀山法男　昭和を歌うセンチメ

ンタルコンサート
　けやきホールから音楽のプレゼ
ント。どなたでも楽しめます。先
着30人。
日時　3月19日㈰午後1時～2時
費用　一般1,200円・友の会1,000円
・小学生500円・未就学児無料（全
席自由・予約制・ワンドリンク付き）
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！
　ワークショップ参加者演奏に加
え、毎年各地でリサイタルを行い
大好評の「スーパーリコーダーカ
ルテット」の豪華演奏もお楽しみ
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「ベビーオイルマッサージ
　教室」
　洋服を着たままできる赤ちゃん
へのオイルマッサージ。先着12人。
日時　3月28日㈫午前10時30分～
正午
講師　小宮しのぶ氏（ベビーマッ
サージセラピスト）

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
⑤講座「プリザーブドフラワー 春
　色のアレンジメント」
　手ぶらで参加いただけます。各
回先着10人。
日時　3月17日㈮午前10時～正午
・25日㈯午後2時～4時
費用　3,000円
⑥講座「おけいこアロマ」
　ハーブを使って春らしい色の化
粧水を作ります。先着12人。
日時　3月13日㈪午後2時～3時
30分
講師　西脇直子氏
費用　1,500円
⑦伊奈かっぺいトークライブ
　津軽弁を駆使した語り口とユー
モアあふれるトークライブ。
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）
申込み・問合せ　いずれも直接窓
口または電話で清瀬けやきホール
☎493・4011へ

①ひまわりクラフト倶楽部「桜の
花のリース」

　スチロールのリース型と縮
ち り

緬
め ん

を
使って作ります。先着10人。
日時　3月19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
・作品持ち帰り用の箱か袋

②清瀬きもの部
　きものビギナー向けの普段着物
の着付けです。先着５人。
日時　3月～６月の第2日曜日午
前10時～正午
費用　1,200円（全4回分）
持ち物　着物一式・半幅帯
③世界の料理を造

つ く

ろう（日本編）
　今年度の最後は無農薬・自然栽
培野菜を使ったヘルシーな創作料
理を楽しんでください。先着24人。
日時　3月23日㈭午前10時～午後
1時
費用　1,500円（材料費込み）
④第５回新春ひまわり囲碁大会
　新春を飾り、華々しく第５回囲
碁大会大輪杯・小輪杯を開催しま
す。先着20人。
日時　3月20日㈪午前10時～午後
4時
費用　2,000円（昼食付き）
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☎495・5100へ

◆無料パソコン教室（Windows10）
対 象　 パ ソ コ ン・Windows10が
初めてまたは初級の方（シニア大
歓迎）。各月先着10人
日時　4月コース＝1日～22日の
土曜日、５月コース＝６日～27日
の土曜日。いずれも午前10時～正
午（各月全4回）
◆無料タブレット教室（iPad）
対象　タブレットが初めてまたは
初級の方（シニア大歓迎）。各月先着
10人
日時　3月16日㈭・4月20日㈭・
５月18日㈭午前10時～正午
※ミニ・デイサービス、健康麻雀、
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）☎497・8500へ

◆たまろくと市民感謝デー
　今年も日ごろの感謝を込めて、
年に一度のお祭りを開催します。
地域を代表するご当地グルメやイ
ベントが盛りだくさんです！
主な内容
○たまろくとご当地グルメフェス  
    ティバル
　多摩六都地域のおいしい食べ物
やお土産が大集合！
○ロクトステージ

　

アイレックだより

＜事例＞
　突然、賃貸住宅の貸主と管理
会社の担当者に来訪され、「建物
が老朽化したので建て替える」
とのことで半年以内の退去を求
められた。立ち退き合意書を読
み上げられた後、貸主に言われ
るままにその場で合意書にサイ
ンをしてしまった。合意書の内
容は退去期限を1日過ぎるごと
に 3,000 円の違約金が発生する
ことや、名目を問わず費用負担
を求めないなど、借主に不利な
内容になっている。自分は貯え
もなく転居費用は支払えない。
＜アドバイス＞
　借地借家法では貸主が一方的
な契約解除をする場合、「正当な
事由」がない限り認められませ
ん。事例のような「建物の老朽化」
は正当な事由の要素ではありま
すが、倒壊の危険がなく借主が
実際に生活できる状態であれば、
容易に認められるものではあり
ません。貸主の都合により契約
の解除ができてしまうと、借主
の生活の基盤が不安定なものに
なり借主は安心して生活を営む
ことができません。
　このことから契約解除や更新

　市では昨年 10 月に、無作為
に抽出した市内在住の 18 歳か
ら 80 歳までの男女 1,000 人の
方に「男女平等に関する意識・
実態調査」をお送りし、413 通
の回答をいただきました。
　「男女平等」の意識や課題は
生き方のなかでどなたでもつな
がることがあるものです。子育
てや介護、働き方、ＤＶ（配偶
者・恋人による暴力）やセクハ
ラ、地域の市民参画など 35 の
問いにお答えいただきました。
その一部をご紹介します。
　
問：「夫は外で働き、妻は家庭
　　を守るべきである」

　
　清瀬市民の性別役割分担のイ
メージは変化しているようです。
　一方、家事や育児、介護は主
に女性が担っているという回
答はいずれも 60㌫を超え、子
どもの学校行事への参加は 75
㌫の女性が主に担っています。
52.3㌫の男性が「家庭生活を優

の拒絶には厳しい要件を課して
いるのです。事例においても借
主は貸主の一方的な立ち退き要
求に応じる必要はなく、契約の
更新ができると考えられます。
どうしても貸主が明け渡してほ
しい場合は、借主が新たな契約
で必要となる費用や引っ越し費
用などを貸主が負担するなどし
て借主の了承を得る必要があり
ます。
　しかしながら事例では、借主
の知識不足に付け込まれ、ゆっ
くり考える時間も与えられない
ままサインをさせられています。
事例の貸主に対してはこれから
適切な対応を求めていくことに
なりますが、その場で判断せず
書面にサインをする前に消費生
活センターにご相談ください。
問 合 せ　 消 費 生 活 セ ン タ ー ☎
495・6212（相談専用）

先」「仕事と家庭生活を共に優
先させる」ことを望んでいます
が、実現できている人は 36.3
㌫に留まり、36.9㌫の男性は「仕
事を優先」と回答しています。
男性も含めて育児・介護休暇を
取るために必要なこととして
は、「休暇を取得しやすい雰囲
気がある」「上司や同僚の理解
や協力がある」が男女を問わず
約 70㌫の人から求められてい
ることがわかりました。
　誰もが自分の健康を守り、子
どもや家族との大事な時間をお
ろそかにしたくないと考えま
す。またそれと同時に、仕事も
地域や社会を支えていく活動も
大切にしたいと考える方も多い
のではないでしょうか。
　一人一人の置かれた状況のな
かで「自分らしく生きるための
選択」を応援できるように、こ
の調査の結果をこれからの活
動、計画づくりに活

い

かしていき
ます。報告書は3月中旬からア
イレック情報コーナー、イン
ターネットで閲覧できます。
問合せ　男女共同参画センター
☎ 495・7002（祝祭日を除く平
日の午前 9 時～午後 5 時）

①ため息をついてる男性 

 ②落ち込んで泣いてる女性

③集中力が続かない男性

④眠れない女性

⑤楽しくなさそう男性

⑥食欲がない女性

⑦眠る女性

⑧風呂に入る女性

⑨運動する女性

⑩ハイキングをする男女

⑬ありがとう言っている上司と喜ぶ部下

⑭楽しく話す人 と聞

⑮パソコンをやめて話聞く人

⑯合意書を突き付けるスーツの男と大家さん、途方に暮れる女性

⑪医者の面談

⑫友達をなぐさめる

突然、賃貸住宅の退去を
求められた！

「 意 識 調 査 」報 告 か ら

　屋外ステージでご当地ヒーロー
ショーやビンゴ大会などを開催！
○ラボまつり
　展示室にある4つの「ラボ」を
すべてオープン！
日時　3月12日㈰午前９時30分～
午後５時
費用　無料（清瀬市他圏域５市に
在住・在勤・在学の方のみ。身分
証明書をご提示ください。プラネ
タリウム・大型映像は別途料金が
必要です）
※清瀬駅北口より無料シャトルバ
スを運行。
※3月６日㈪・13日㈪は休館日で
す。
問合せ　多摩六都科学館☎042・
469・6100
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時刻表
8:45
9:50

10:50
12:45
14:00

清瀬市
今回

清瀬市
平成20年

全国
平成28年

賛成 24.2㌫ 47.2㌫ 40.5㌫

反対 68.9㌫ 51.6㌫ 53㌫

※「アイレック」とは、清瀬市男女共同
参画センターの愛称です。


