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①三代目桂春蝶独演会　約束の海～
エルトゥールル号物語～

　日本とトルコの交友関係の始まり
とされる救出劇にまつわる物語。
日時　10月28日㈮午後７時～（開場
は午後６時30分）
費用　前売り一般2,800円・友の会
2,500円・ペア4,500円、当日3,000円

（全席指定・未就学児入場不可）
②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　10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　柳家花ん謝・柳家緑太
③ボニージャックスと歌おう！　歌
のひろば

　男声ボーカル・グループの草分け
的存在、ボニージャックスのコンサ
ート。懐かしの名曲を全員で合唱す
るリクエストコーナーもあります。
日時　10月27日㈭午後２時～（開場
は午後１時30分）
出演　ボニージャックス
費用　前売り一般2,800円・友の会
2,500円、 当 日3,000円（ 全 席 指 定・
未就学児入場不可）
④講座「プリザーブドフラワー小さ
な秋のアレンジ」

　プリザーブドフラワーで秋いろの
アレンジメントを作ります。手ぶら
で参加できます。各回先着10人。
日時　10月19日㈬午前９時30分～11
時30分・22日㈯午後１時30分～３時
30分
費用　3,300円（花材代）
講師　福井ひろ子氏
⑤写経教室（10月～12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18人。

日時　月曜教室＝10月３日・11月７
日・12月26日、木曜教室＝10月６日
・11月17日・12月15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
⑥歌って健康！　歌声サロン
　懐かしい名曲の数々をプロによる
生演奏に合わせて歌ってみませんか。
日時　10月12日・19日の水曜日いず
れも午後２時～４時
費用　1,000円（全席自由）
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ひまわりクラフト倶楽部
　縮

ち り

緬
め ん

を使って「和風ハロウィーン
飾り」（和風のかぼちゃ飾り）を作り
ます。先着10人。
日時　10月16日㈰午前10時～午後１
時
費用　1,200円（材料費込み）
持ち物　目打ち（千枚通し）・先の
曲がったピンセット・作品持ち帰り
用の袋
②アートのひびき　ジョイビート
　わくわく踊る心のままに思い切り
アートをして自分らしさを育

はぐく

んでい
く教室です。スタッフはアートワー
クセラピストの資格を持っています。
対象　小学生の方。各回先着９人（要
予約の無料体験あり・各回先着３人）
日時　10月 ９ 日 ㈰・11月20日 ㈰・12
月25日㈰・１月22日㈰・２月26日㈰・
３月19日㈰いずれも午後２時～４時
費用　１回に付き3,240円
③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　10月 ７ 日・28日、11月11日、
12月９日・16日の金曜日午後３時30
分～４時30分
費用　１回に付き800円
※見学随時可
④キッズダンス　ジュニア
　ヒップホップの音楽に合わせて、
基本動作・ステップを身に付け創造
的なダンス体現を目指します。
対象　小学生。各コース先着16人
日時　土曜コース＝10月８日・29日、
11月12日・19日、12月10日・17日の
午後３時～４時、日曜コース＝10月
９日・30日、11月13日・20日、12月
11日・18日の午前10時～11時
費用　１回に付き800円
※見学随時可。
⑤ギター教室
　ギターに初めて触れる方から経験
された方まで、プロのギタリストが
丁寧に教えます。先着10人。
日時　10月１日～12月24日の土曜日
午後６時～９時（月３回・日程の変
更あり）
費用　１か月に付き5,000 円
※見学随時可。
⑥弦楽アンサンブル道場
　弦楽器でヴィヴァルディ・モーツ
ァルトのアンサンブルを楽しみ、才
能の芽を伸ばしてみませんか。先着
16人。
日時　10月２日～12月25日の日曜日
午後２時～４時（月２回）
費用　１か月に付き3,000 円
※楽器レンタル要相談・見学随時可。
⑦世界の料理を造

つく

ろう（ハンガリー
編）

　ヨーロッパの中央に位置するハン
ガリーの家庭料理をお楽しみくださ
い。先着24人。
日時　10月18日㈫午前10時～午後１時
費用　1,500 円（材料費込み）
※保育あり。
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

◆無料教室のご案内（シニア大歓迎）
①無料健康麻

マージャン

雀教室
　健康麻雀の基礎・ゲーム進行・牌の
並べ方・上がり方など。
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　10月17日～11月14日の毎週月曜
日午前10時～正午
講師　友遊健康麻雀くらぶアシスタント
②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＝11月５日～26日の土
曜日、タブレット＝10月20日㈭。いず
れも午前10時～正午
※ミニデイサービス・ビリヤード・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

◆秋の特別企画展「キトラ古墳が語る
もの～地の巻～」

　古代の人々がキトラ古墳の壁面に残
した四神や金箔の星で描かれた天文図
とは、いったいどんなものなのか。原
寸大で再現した壁画や貴重な写真をは
じめ、キトラ古墳の魅力がつまった特
別展示です。
期間　10月８日㈯～11月６日㈰
費用　おとな500円・４歳～高校生200
円
※10月12日～12月22日は平日限定60歳
以上割引キャンペーン実施中。
※10月３日㈪～６日㈭・11日㈫・17日
㈪・24日㈪・31日㈪は休館日です。
問合せ　多摩六都科学館☎ 042・469
・6100 

　

　

　消費者相談においてクリーニ
ングトラブルの相談は、決して
少なくはありません。クリーニ
ングに出した服の変色・変形・
紛失などが主なトラブルです。
　消費者はこれらをすべてク
リーニング店に責任があると思
いがちです。しかし紛失事故以
外は、服の素材や品質、取り扱
いに原因がある場合もありま
す。今回はクリーニングに絡ん
だ珍しい事例です。
＜事例＞
　クリーニングに出したズボン
が２本ともファスナーの部分が
変形してしまった。家にある他
のズボンもすべてファスナーの
開閉がしにくくなっている。同
じクリーニング店をずっと利用
しているので、店が高温のアイ
ロンを当てたせいではないか。
店に申し出たが、「クリーニン
グのせいではない」と言い張っ
て責任を取ってくれない。
＜アドバイス＞
　相談者の持ってきたズボン２
本を観察したところ、樹脂製
ファスナーの上部のエレメント

（務
む

歯
し

）の間が開いてスライダー
が動かなくなっていました。エ

　今年５月に公募を開始した新
庁舎建設設計者選定について
は、８月に公開のプレゼンテー
ション・ヒアリングを開催し、
新庁舎建設設計者選定委員会に
よる審査の結果、「㈱大建設計
　東京事務所」を選定しました。
今後行う設計作業の過程におい
ては、ワークショップや説明会
の開催など、皆さんの意見をい
ただきながら進めていきます。
　その設計者募集を開始してか
らいただいた意見のなかに、「清
瀬駅周辺での新庁舎建設、もし
くは市民サービスの実施」を求
める声がありました。近隣市で
も主要駅から徒歩圏内に市庁舎
が位置しているケースがありま
す。駅周辺は、清瀬市でも市内
各地域からの公共交通機関ルー
トが整備されているため、市民
の皆さんのアクセスの面におい
て一番良い立地条件であると言
えるでしょう。
　一方で、現在の市庁舎の位置
は、ほぼ市の中心部であり、市
内各所から均等な距離にありま
す。また、清瀬消防署に近いた
め、有事における対策活動の連
携が取りやすい状況です。隣接

レメントは押しつぶされてお
り、熱ではなく外からの圧力に
よる変形と思われました。更に、
エレメントの変形は２本のズボ
ンとも全く同じ場所に発生して
いました。また、家にある他の
ズボンも同じ場所に不具合が出
ているとのことでした。
　相談者が着用していたベルト
に注目し、使用頻度を聞いたと
ころ「ここ数年は毎日同じもの
を使っている」とのことでした。
ベルトの大きなバックルの裏側
には突起があり、相談者はその
突起がお腹に当たるのでベルト
をずらして使用していました。
その突起がファスナー変形位置
と一致していたのです。
　また、相談者は座る姿勢が長
い職業のため、突起が長時間
ファスナーを圧迫し、変形した
ことが推測されました。相談者
もその説明に納得されました。
問合せ　消費生活センター☎
495・6212（相談専用）

する小・中学校は避難所でもあ
るため、この地域一帯をベース
に、広域的な活動を行うことが
できるなど、危機管理の面にお
いて立地を活

い

かした最大限の能
力が発揮できる環境にあります。
　清瀬駅周辺での新庁舎建設に
ついては、駅周辺の公共施設で
の市民サービス窓口開設の可能
性や、マイナンバー制度による
サービスの拡充、コンビニエン
スストアの活用など、市民サー
ビスのあり方について、掘り下
げた総合的な検討が必要になっ
てきます。
　以上の条件を比較検証した結
果、有事における防災拠点とし
ての機能を重視し、現在分散化
しているサービス機能を集約
し、現在地での建て替えを基本
計画としました。
　市民サービスの更なる向上を
目指し、人口減少、少子高齢化
などの社会構造の変化や高度情
報化などに柔軟に対応できる機
能と、市民の安全と安心を堅守
する防災拠点としての機能を設
計内容に反映していきます。
問合せ　新庁舎建設室新庁舎建
設係☎ 497・1805

クリーニングトラブルと
思ったら…

新庁舎の建設地が
清瀬駅周辺ではない理由


