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①QuatuorB（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・ 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）
②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の演奏（③
参照）や「スーパーリコーダーカル
テット」の演奏をお楽しみください。
時間　４月30日㈰午後２時30分～

（開場は午後１時30分）
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）
費用　一般2,000円・友の会1,800円
・小学生～高校生500円（全席自由
・未就学児入場不可）
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
　「清瀬リコーダーフェスティバル
Vol.２」（②参照）の舞台で一緒に演
奏してみませんか。
対象　小学４年生以上の方。先着４0
人程度
日時　練習＝２月12日、３月12日、
４月９日・23日の日曜日午後４時～
７時、リハーサル＝４月2９日㈯（時
間未定）、本番＝４月30日㈰（開場
・開演時間などは②参照）
費 用　 一 般7,000円、 小・ 中 学 生
3,500円（いずれもコンサートチケッ
ト１枚付き）
講師　松浦孝成氏

④清瀬けやき亭落語会
日時　２月25日㈯午後２時～（開場
は午後１時30分）
出演　三遊亭天どん・三遊亭兼好
費用　前売り一般2,500円・友の会
2,200円・ペア４,000円・ペア友の会
3,800円、 当 日2,800円（ 全 席 指 定・
未就学児入場不可）
⑤そうだじゅげむきこう
日時　１月15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　桂三木男・柳亭こみち・古今
亭志ん八
⑥歌って健康！　歌声サロンスペシャル
日時　１月18日㈬午後２時～４時
費用　1,000円
講師　杉山公章氏
申込み・問合せ　①～⑤は直接窓口
または電話で清瀬けやきホール☎
４９3・４011へ、⑥は直接会場へ

①キッズダンス　ジュニア
対象　小学生。各コース先着16人
日時　土曜コース＝１月1４日・28日、
２月11日・25日、３月11日・25日の
午後３時～４時、日曜コース＝１月
15日・2９日、２月12日・26日、３月
12日・26日の午前10時～11時
費用　１回に付き800円
②キッズダンス　4～5歳クラス
対象　４・５歳児。先着16人
日時　１月13日・27日、２月10日、
2４日、３月10日の金曜日午後３時30
分～４時30分
費用　１回に付き800円
③ひまわりクラフト倶楽部
　縮

ち り

緬
め ん

を使って「節分の吊り飾り」
を作ります。先着10人。
日時　１月15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
④世界の料理を造

つ く

ろう（中国編）
　先着2４人。
日時　１月2４日㈫午前10時～午後１時
費用　1,500 円（材料費込み）
※保育あり。
⑤尺八演奏会
　尺八（素川欣也氏）を中心にした
和洋折衷の音楽。先着50人。
日時　１月1４日㈯午後２時～４時

（開場は午後１時30分）
費用　前売り1,200円、当日1,500円
⑥混声合唱
　学生時代に戻って「時の旅人」な
どの混声合唱の名曲を一緒に楽しみ
ませんか。先着30人。
日時　１月20日㈮・27日㈮午後７時
～９時
費用　ひと月に付き3,000円
⑦歌と健康ボイストレーニング
　正しい発声で、健康な体づくりを
目指します。各回先着16人。
日時　無料体験会＝１月17日㈫、定
期教室＝１月31日、２月1４日・28日、
３月1４日・28日の火曜日いずれも午
前10時30分～正午
費用　１回に付き800円
⑧うたごえ広場
　懐かしいメロディを歌って楽しく
過ごしましょう。各回先着16人。
日時　１月17日・31日、２月1４日・
28日、３月1４日・28日の火曜日いず
れも午後１時30分～３時
費用　１回に付き800円
⑨ヨガ教室
　各回先着16人。
日時　水曜コース・木曜コースいず
れも１月11日㈬～３月23日㈭までの
毎週水・木曜日（２月１日・２日を
除く）、午後７時～８時
費用　800円
⑩やさしいピラティス
　運動に慣れていない方でもお気軽
に参加していただけます。先着16人。

日時　１月13日～３月31日までの毎
週金曜日（午前クラスのみ３月10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回に付き800円
⑪はじめてのフラ
　先着16人。
日時　１月1４日～３月18日の毎週土
曜日（２月11日を除く）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☎４９5・5100へ

◆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
日時　パソコン＝２月４日～25日の
土曜日、タブレット＝第３木曜日の
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　いずれも直接窓口
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

◆昔あそび広場
　体を動かし頭も使って、昔ながら
の遊びを楽しみましょう。ベーゴマ
やあやとりなど、世代交流を通して
遊びの技を磨けます！
日時　１月1４日㈯・15日㈰午前10時
～午後４時
費用　入館券おとな500円、４歳～
高校生200円
※直接会場へ。
※１月１日～３日・10日・16日・23
日～26日・30日は休館日。
問 合 せ　 多 摩 六 都 科 学 館 ☎ 0４2・
４6９・6100 

　

　
アイレックだより

＜事例１＞
　友人から「儲け話がある」と
誘われセミナーに参加した。人
を誘い会員を増やせばマージン
が得られる仕組みということだ
が、内容はあまり理解できな
かった。友人から誘われたこと
に加え、セミナー後に会った上
層部の人の成功話に魅力を感
じ、高額な契約をしてしまった。
家族にこのことを告げたところ
ネズミ講だと反対された。
＜事例2＞
　学生時代の友人から「体験エ
ステに行かないか」と誘われた。
体験を受けた後に本契約をした
が、契約後に事業者からビジネ
スとして友人を誘うように強要
され、友達リストを提出させら
れた。友人を誘いたくないので
解約したい。
＜アドバイス＞
　未成年者が行った親権者の同
意がない契約は原則取り消すこ
とができます。（平成 28 年９
月１日号５面参照）
　しかし、成人になると未成年
者のような保護はありません。
悪質事業者はそれを見越して社
会経験が乏しい若者を狙い撃ち

　男女共同参画センター（アイ
レック）では、「一般相談」「法
律相談」「ＤＶ相談」「働き方サ
ポート相談」を行っています。
　相談員はすべて女性で、女性
の立場に寄り添いながら困難な
状況の整理や解決に向けての方
向性を一緒に探っていきます。
電話での相談もでき、子どもの
いる方には保育を付けることも
できます。
　今回は毎月第２・第４火曜日
の午後に行っている法律相談の
相談員からのメッセージをお届
けします。
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
　こんにちは。アイレックの法
律相談を担当している弁護士で
す。アイレック相談では、さま
ざまな相談者の方の笑顔や涙と
の出会いがあります。相談者は
女性のため、離婚・扶養（養育）・
相続など、家族に関するご相談
が多く寄せられます。家族間で
のトラブルは、周囲の人に相談
しにくく、１人で悩みを抱えて
しまいがちです。閉ざされた家
庭内で起こるために、DV や虐
待などの深刻な問題を伴うこと
もあります。また、働く場など

するのです。うまい話で契約知
識に乏しい若者が断りにくい状
況を意図的に作られ、「お金が
ない」と断ってもクレジット契
約や借金を勧められます。
　昨年 11 月、若者を中心に実
体のない起業セミナー受講を契
約させ、高額な支払いを負わせ
ていたマルチ商法の事業者が特
定商取引法違反で逮捕された事
件がありました。成人になった
ら契約の責任を負うということ
を自覚し、安易に契約しないよ
う心掛けましょう。また、友人
からの誘いだとしてもきっぱり
断る勇気も必要です。
　マルチ商法やエステ契約は
クーリングオフや中途解約の決
まりが設けられています。困っ
たことがあったら下記へ相談し
ましょう。
問合せ　消費生活センター☎
495・6212（相談専用）

で、人には言いにくい、さまざ
まなハラスメントを感じた時、
世のなかのルールがどうなって
いるか知りたい時にもご相談く
ださい。
　法律相談というと堅苦しいイ
メージがありますが、アイレッ
クでは女性同士、和やかで話し
やすい雰囲気での相談を心掛け
ています。多くの相談者の方が、
苦しかった胸の内をお話しされ
たあと、「今まで誰にも言えな
かった悩みを打ち明けることが
できた」「気持ちが軽くなりま
した」と言ってくださいます。
　これからも相談者の方が笑顔
を取り戻し、前向きな気持ちで
生活を送れるよう、法律の専門
家として一緒に解決方法を考え
ていきます。どうぞお気軽に相
談にお越しください。
問合せ　男女共同参画センター
☎ 495・7002（祝日、12 月 29 日
～１月４日までの年末年始を除
く平日の午前９時から午後５時）

成人になると消費者トラブルに
巻き込まれやすくなります！

女性相談員があなたの悩みを
お聞きします
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