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①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
モアあふれるステージで人気の伊
奈かっぺいのトークライブです。
日時　９月３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）
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）
②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）
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）
③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　９月17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　立川吉笑・立川笑二
④金亜軍　揚琴コンサート
　中国の民族楽器「揚琴」（ようき
ん）と電子ピアノの競演をご堪能
ください。先着30人。
日時　９月４日㈰午後１時～（開
場は午後０時30分）
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・ワンドリンク付き）

⑤講座「ベビーオイルマッサージ
教室」

　オイルを使った赤ちゃんへのオ
イルマッサージ。先着10人。
対象　２か月～ハイハイ前までの
赤ちゃん
日時　９月27日㈫午前10時30分～
正午
費用　1,500円
講師　ベビーマッサージセラピス
ト　小宮しのぶ氏
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
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　９月７日・21日の水曜日、
いずれも午後２時～４時
講師　音楽アドバイザー　杉山公
章氏
費用　1,000円
申込み・問合せ　①から⑤は直接
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清瀬きもの部
　ビギナー向け。普段着物の着付け
を指導します。各時間帯先着５人。
日時　９月～12月の毎月第２日曜
日午前９時～11時または10時～正
午（全４回）
費用　1,200円
持ち物　着物一式・半幅帯
②ひまわりクラフト倶楽部「秋の

吊り飾り」
　縮

ち り

緬
め ん

を使って秋満載の吊り飾り
を作ります。先着10人。
日時　９月18日㈰午前10時～午後
１時
費用　1,200円（材料費込み）

◆多摩六都科学館　ボランティア会 
会員募集

　

　
アイレックだより

＜事例＞
　私はこの春から大学に通うた
め、親元を離れて一人暮らしを
している。
　玄関のチャイムが鳴り、「お
届け物です」と言うのでドアを
開けたところ、新聞の勧誘だっ
た。「いらない」と断ったが、「こ
のアパート全員にとってもらっ
ている。景品を差し上げるから
契約してほしい」などとしつこ
く勧誘され、断りきれずに半年
間の契約をしてしまった。
　すでにクーリングオフ期間を
過ぎているが、お金がないので
解約したい。
＜アドバイス＞
　最近、当センターでは新聞の
契約トラブルが増加していま
す。成人の方の契約でクーリン
グオフ期間が過ぎた場合は、原
則として契約を守る必要があり
ます。
　事例のように「しつこい勧誘
を受けた。断っても帰ってもら
えなかった」という場合でも一
方的に解約できるわけではな
く、勧誘方法に問題があったこ
とを申し出て新聞店と解約交渉
をしなければなりません。

　今年度、市では男女共同参画
を進めるために意識調査を行い
ます。「子育てや介護に皆さんが
どのようにかかわっているか」
や「女性が働くこと」「男性が育
児や親の介護にもう少し楽に関
わっていくにはどのようにすれ
ばよいか」など、調査を通じて

　一方、未成年者の場合は社会
的に未成熟かつ経験が不十分で
適切な判断ができない危険があ
るため、法律で保護すべきもの
と考えられています。そのため、
未成年者が親権者の同意を得な
いで申込んだ場合は、相手方と
解約交渉をすることなく、取り
消し通知を出すことにより、そ
の契約を取り消すことができま
す。
　注意しなければならないこと
は、未成年者がした契約であれ
ば何でも取り消すことができる
わけではないということです。
親権者から自由に使ってよいと
渡された小遣いの範囲内の契約
や未成年者が成年であると嘘を
ついて契約した場合などは取り
消すことができません。詳しく
は下記センターまでご相談くだ
さい。
問合せ　消費生活センター☎
495・6212（相談専用）

皆さんがどのような部分に問題
を感じているのかを明らかにし
たいと考えています。
　男女共同参画社会を実現する
ためには、一人一人の現状を踏
まえ、思いや考え方が尊重され、
苦しい時には誰かがサポートで
きる「みんなの仕組み」を作っ
ていくことが必要です。そして
時代によってその「難しさの原
因」や「社会が支えられること」
は変化しています。
　例えば平成 16 年の調査では、
DV（配偶者や交際相手からの
暴力）を受けた人が「相談する
程のことでもない」「自分が我
慢すればよい」と考えることも
少なくありませんでした。
　今回の意識調査の結果は、平
成 30 年度からの男女平等推進
プラン作成のためにも役立てら
れます。市内 1,000 人の方を無
作為に抽出し、調査票が送られ
ます。人生のいろいろな場面に
出会う幅広い項目があります
が、皆さんの貴重な声をぜひお
寄せください。
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）

解約できる？ 未成年者が
申込んだ新聞契約

男女平等に関する市民意識調査を
10 月に実施します！

■安心して子育てをするためにあな
　たはどのようなことが必要だと思
　いますか？
①働く時間の短縮など働きやすさ
②男女共に育児休暇が取りやすくな
　る
③家計や教育費などの経済的支援策
　がある　
④子育てを支えあう地域のネットワ
　ーク
⑤ひとり親への支援策　

■男性の介護への参加を進めるため
　にどのようなことが必要だと思い
　ますか？
①介護休暇が取りやすい職場環境
②労働時間の短縮、フレックスタイ
　ムなど
③家族間での介護分担の話し合い
④男性への理解をすすめる啓発
⑤介護者同士が話せるネットワーク
⑥気軽に相談できる窓口

持ち物　先の曲がったピンセット
・作品持ち帰り用の箱（蓋付きの
物）
③フォークソングコンサート
　「清瀬からフォークを」と活躍
中の城野兼一氏のソロコンサー
ト。先着50人。
日時　９月３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
申込み・問合せ　いずれも直接ま
たは電話でコミュニティプラザひ
まわり☎495・5100へ

◆シニアのための健康教室
①ヨガ教室
対象　初めてまたは初級・中級の
方
日時　毎週火曜日、ハタヨガ＝午
後１時～２時15分・リラックスヨ
ガ＝午後２時30分～３時45分
②健康麻雀初級クラス
対象　初級の方（女性大歓迎）
日時　土曜日午後１時～４時
③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。先着10
人
日時　10月１日～22日の土曜日午
前10時～正午（全４回）
④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。各月先着10人
日時　９月15日㈭・10月20日㈭午
前10時～正午
※ヨガ教室、健康麻雀、ミニ・デ
イサービス、ビリヤード、カラオ
ケ、ピンポン、バランスボールな
どの無料体験ができます。詳しく
は下記へ。
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

　来場者と
ふれあいな
がら、科学
の面白さを
伝えるメン
バーを募集
します。遊
びを通じた
コミュニケ
ーション、観察・実験・工作などの
教室の企画運営、読み聞かせなど、
それぞれが得意なことを生かして館
内外で活動しています。子どもと接
するのが好きな方、科学に興味のあ
る方、会の運営事務を担える方、ご
応募ください。
対象　一般会員＝18歳～70歳くらい
で、週１回程度活動できる方。定員
20人程度。ジュニア会員＝小学５年
生～18歳（高校生）で、月に１回程
度活動できる方（保護者の同意が必
要）。定員10人程度
申込み・問合せ　多摩六都科学館・
市役所・各地域市民センター・図書
館などに設置してある専用の応募用
紙（多摩六都科学館ホームページ　
http://www.tamarokuto.or.jpからも
ダウンロード可。募集要項も同場所
に設置）に必要事項を記入し、９月
９日～30日（必着）に〒188-0014西
東京市芝久保町５-10-64　多摩六都
科学館☎042・469・6100へ郵送、ま
たはご持参ください。締切後、面談
の日程をご連絡します。
※９月１日㈭・５日㈪～８日㈭・12
日㈪・20日㈫・23日㈮・26日㈪は休
館日です。直接応募用紙を持参する
際はご注意ください。

※「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。

◆おたずねします◆


