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①清瀬けやき亭落語会
　三遊亭天どん、兼好による二人
会です。
日時　2月25日㈯午後2時～（開
場は午後1時30分）
費用　前売り一般2,500円・友の
会2,200円・ペア一般4,000円・ペ
ア友の会3,800円、当日2,800円（未
就学児入場不可・全席指定）
出演　三遊亭天どん、三遊亭兼好
②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　2月19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　三遊亭わん丈、雷門音助
③亀山法男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）
④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）
⑤講座「おけいこアロマ」
　花粉の季節のセルフケア。体調
に合わせたバームを作って乗り切
りましょう。先着12人。
日時　2月13日㈪午後2時～３時
30分
講師　西脇直子氏
費用　1,500円
⑥QuatuorB（クワチュール・ベー）
　サクソフォーン四重奏コンサー
　ト
　QuatuorBによる勇壮な音色の
サクソフォーン四重奏をお楽しみ
ください。
日時　2月17日㈮午後7時～（開
場は午後6時30分）
費用　前売り一般2,300円・友の
会2,000円・ 学 生1,000円・ ペ ア
3,500円・65歳 以 上1,500円、 当 日
2,500円（全席指定・未就学児入場
不可）
⑦朗読教室
　演劇を基礎とした簡単なストレ
ッチ、呼吸を中心にした発声練習
から始めます。朗読未経験の方も
歓迎です。各回先着10人。
日時　2月15日・22日、３月８日
・22日の水曜日午後2時～4時30分
講師　劇団キンダースペース　瀬
田ひろ美氏
費用　1回に付き1,500円
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「小さ
な雛飾り」

　縮
ち り

緬
め ん

とイラストボードを使って

お雛様の飾りを作ります。先着10
人。
日時　2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
②Soft Voiceアカペラコンサート 

Home Sweet Home
　家族のような4人が奏でる息の
合った心洗われるハーモニー。ア
カペラコンサートをお楽しみくだ
さい。先着50人。
日時　2月12日㈰午後2時～4時

（開場は午後1時30分）
費用　前売り1,200円（高校生以下
500円）、当日1,500円
③世界料理を造ろう（ネパール編）
　さまざまなスパイスを絶妙なハ
ーモニーで奏でるネパール料理を
ご賞味ください。先着24人。
日時　2月14日㈫午前10時～午後
1時
費用　1,500円（材料費込み）
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（ ② は
メールでも可。2月10日までに 
　softvoice.sv+reserve@gmail.
comへ、2月12日アカペラコンサ
ート・氏名・電話番号・チケット
枚数を記入し送信後、返信メール
で予約完了）

◆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　３月コース＝4日～25日の
土曜日、4月コース＝1日～22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㈭午
前10時～正午
※ミニ・デイサービス、ビリヤー
ド、ヨガ、ピンポン、バランスボ
ール、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。
※清瀬駅北口から送迎バスがあり
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

◆生解説プラネタリウム「サンサ
ン太陽のひみつ」

　

　もしもの時に備え、冠婚葬祭
互助会に入っている方は少なく
ありません。しかし、このとこ
ろ家族関係やしきたりが変化し、

「従来のような葬儀はしないから
互助会の契約を解約したい」と
いう相談が多く寄せられていま
す。
＜事例＞
　冠婚葬祭互助会に、毎月 3,000
円の 60 回払いの積み立てをして
いた。満期になりお金が必要だっ
たので解約を申し出たら、解約
手数料 32,000 円を引いた金額の
明細が来た。利息が付くとは思っ
ていなかったが、解約手数料が
高すぎるのではないか。
＜アドバイス＞
　冠婚葬祭互助会の積み立ては
貯蓄ではありません。一定の掛
け金を一定期間にわたり毎月払
い、貯まった金額を結婚式や葬
儀の際のサービス費用の一部に
充当して負担を軽くするための
仕組みです。預金と違い利息は
付きません。
　その互助会が運営する、ある
いは利用ルールによるサービス
を利用せず解約する場合は、解
約手数料が掛かります。解約手

　新庁舎建設事業は、平成 23 年
度に行った耐震診断の結果、市
庁舎の地下階を除く全ての階が、
目標とする構造耐震指標値（Is 値
0.75）に満たない数値（2階～4
階は Is 値 0.4 台）であったため、
耐震性能不足として、「地震の振
動及び衝撃に対して崩壊、又は
危険性がある」と診断されたこ
とから、対応方法の検討が始ま
りました。
　また、近年、大規模地震や勢
力の強い台風、大雨などによる
自然災害も多くなっていること
から、市庁舎は災害発生時にお
けるその対策拠点としての機能
が強く求められています。
　平成 27 年 11 月に公表した「新
庁舎建設基本計画」では、３つの
基本理念のうちの1つに「安全・

数料は満期の金額に対し 20㌫程
度で契約書に記載されています。
　この解約料の高さは裁判にも
なり、現在の新契約では解約手
数料の見直しがされ、大手互助
会は支払い回数に応じて2㌫程
度の解約料の設定をしています。
ただし、以前の申込みは申込み
時の契約書に沿っての解約料と
なります。
　互助会はかつて解約ができず、
事業者のサービス以外に積み立
てたお金を利用することができ
ませんでした。そのせいか、今
でも解約の申し出を断る事業者
がいます。解約申し出を拒否さ
れたらすぐに消費生活センター
までご相談ください。
　また、互助会の勧誘を受けた
ら必要性についてよく検討しま
しょう。
問 合 せ　 消 費 生 活 セ ン タ ー ☎
495・6212（相談専用）

安心な庁舎」を掲げました。新
庁舎建設設計では、「防災拠点と
なる安全な庁舎」を目指し、地
震発生後の迅速な指揮・対応や、
行政機能の維持・継続を図るた
め、免震構造の採用を検討する
こととしています。免震構造は、
地震時の揺れを免震装置が吸収
することで、上部建物の急激な
揺れを軽減することができ、建
物構造上の損傷や什器・備品の
転倒も抑えることができます。
　その他にも、災害に強い庁舎
として、「耐火性能の確保」「非常
時における水・ガス・電気といっ
たライフラインの確保」「災害対
策本部機能の強化」などを念頭
に設計作業を進めていきます。
問合せ　新庁舎建設室新庁舎建
設係☎ 497・1805

＜免震・制振・耐震構造の特徴＞

冠婚葬祭互助会の契約解除に
関するトラブル

防災拠点となる安全な庁舎

　太陽はどう
やって光って
い る の？ ど
のようにして
生まれたの？
　太陽は私た
ちの最も身近
な恒星。私た
ちの命を育む
星をあらためて見つめ直します。
各回先着234人。（小学2年生以下
の方は、保護者の同伴が必要です）
日時　2月1日㈬～３月17㈮午後
３時50分～（約45分間、水・土・
日曜日・祝日は午後1時10分の回
もあり）
費用　観覧付入館券おとな1,000
円・4歳～高校生400円
※高校生以上学割キャンペーン実
施中。（平日限定３月17日まで）
※2月6日㈪・13日㈪・20日㈪・
27日㈪は休館日です。
問合せ　多摩六都科学館☎042・
469・6100

○免震構造
建築物と地盤もしくは他
の土台との間に、水平方
向に柔軟に変位可能なア
イソレータ（積層ゴムな
ど）を設置することで地
震動エネルギーを吸収
し、建築物の揺れを抑制
する構造です。

地震動 地震動 地震動
免震装置

制振ダ
ンパー
などの
装置

耐震壁

柱・梁の耐震化

○制振構造
建築物に加わる地震力
を、建物内部の制振ダン
パーなどの機構により減
衰させたり増幅を防いだ
りすることで、建築物の
振動を低減させる構造で
す。

○耐震構造
地震力に対して構造体の
力で耐える構造で、地震
力を受けても倒壊しない
よう耐力壁やブレースな
どを配置し、建物の各部
分が破壊しない強度を確
保する構造です。


