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　 学校関係者を装って訪問してくる
教材販売業者にご注意！

＜事例＞
　「学 校 か ら の お 知 ら せ で す 」
と突然訪問された。PTA のお知
らせかと思い玄関を開けたとこ
ろ、「子どもの学習状況につい
てアンケートをお願いしたい」
と言われた。
　アンケートに答えながら子
どもについて話を聞かれた後、
「実力診断テスト（以下テスト）
が1,500円で受けられる」と勧め
られた。料金が安いので申込ん
だところ、「次回別の担当者が
診断結果を渡すために訪問する
が、その際に学習教材の案内も
したい」と言われた。子どもは塾
に行かせており、教材もあるの
で断ったのだが、その点はうや
むやにされてしまった。
　事業者が帰った後で事業者名
をネット検索すると、テストを
受けた後に高額な教材を売り付
けてくる事業者だと書いてあっ
た。テストを受けさせる気がな
くなったが、支払った料金は返
してもらえるだろうか。

＜アドバイス＞
　「訪問販売で申込んだテスト
を受けたら、結局は高額な教材

　

　新庁舎建設事業の進捗状況を
お知らせします。
　５月に設計者募集を開始し、
現在は８月末の設計者決定（公
開プレゼンテーションを予定）
に向けて作業を進めているとこ
ろです。設計者の決定以降、い
よいよ具体的な建物のイメージ
を造り上げていくことになりま
すが、建築の技術的な専門性が
高まるため、プロジェクトの新
たなパートナーとして、建築分
野の専門家に支援をいただくこ
とになりました。この専門家の
方々には、設計者選定作業から
設計管理、施工者選定、施工管
理、建物引き渡しまでを一貫し
て支援していただく予定です。
　この専門家による支援を「コ
ンストラクション・マネジメン
ト 」（ 以 下「CM」） と い い、 近
年では千葉県市原市や神奈川県
横浜市、東京都町田市が庁舎整
備で採用しています。
　CM 方式採用に関しては、基
本計画策定時にいただいた市民
の方からの提案が発端となりま
した。いただいた意見を参考に
検討を進めるなか、昨年度、公
共工事の品質確保の一環とし

て、多様な入札契約方式の導入
・活用を促進する国土交通省の
モデル事業として採択を受け、
CM 方式などについて課題整理
と導入の検討を行いました。
　その結果、現状の建築に関わ
る技術力や管理能力、コストマ
ネジメント力の不足を補うため、
CM 方式の採用を決め、公募型
プロポーザルの結果、建築分野
における有資格者が多数所属し
ており、大規模建築のマネジメ
ント業務の実績が豊富な株式会
社山下ピー・エム・コンサルタ
ンツを選定しました。
　近年の建築市場は、国土強靭
化に向けた公共事業や震災復興
事業、東京オリンピック開催に
向けた準備などの需要高によ
り、建築資材の高騰や労働力不
足など、事業を進める際の諸課
題の発生が懸念されます。この
ような状況のなかで、健全財政
を維持し、将来負担を軽減させ
るため、建築分野の専門家と検
証を重ね、市議会及び市民の皆
さんのご意見を伺いながら、慎
重に事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

②ひまわりクラフト倶楽部
　「朝顔のある夏の屏風飾り」を作
ります。先着 10 人。
日時　７月 17 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・作品を入れる袋

④ギター教室
　初めての方から経験者までプロ
が教えます。先着 10 人。
日時　７月２日㈯～９月 24 日㈯

⑤弦楽アンサンブル道場
　弦楽器を楽しみ、才能の芽を伸
ばしてみませんか。先着 16 人。
日時　７月３日㈰～９月 25 日㈰の
期間のうち、月２回（日曜開催）午
後２時～４時
費用　月会費 3,000 円（楽器レン
タル要相談）
⑥オカリナ教室
　各回先着 16 人。
日時　７月６日・20 日、８月３日・
17 日、９月７日・21 日の水曜日
初級コース＝午後３時～４時、中
級コース＝午後３時 30 分～４時
30 分
費用　1 回 800 円（別途テキスト
代 1,080 円、オカリナは持参もし
くは要購入 3,500 円）
⑦キッズダンス
㋐４～５歳クラス㋑ジュニア（小
学生）クラス。先着各 16 人。
日時　㋐７月８日・22 日、８月５
日・26 日・９月９日の金曜日午後
３時 30 分～４時 30 分㋑土曜日コ
ース＝７月９日・16 日、８月 20 日・
27 日、９月 10 日・24 日の午後３
時～ 4 時、日曜コース＝７月 10 日・
17 日、８月７日・21 日、９月 11 日・
25 日の午前 10 時～ 11 時
費用　１回に付き 800 円
⑧０歳児の音楽教室
対象　３か月～１歳３か月の子ど
もとその保護者。各コース先着
16 組。
日時　火曜コース＝７月 12 日・26
日、８月９日・30 日、９月 13 日・
27 日、木曜コース＝７月７日・21 日、
８月４日・25 日、９月８日・22 日
のいずれも午前 10 時～ 10 時 45 分
費用　１回に付き 800 円

①清瀬きもの部
　浴衣の着付けと帯結びを学びま
す。先着 10 人。
日時　７月 10 日㈰午前 10 時～正午
費用　300 円
持ち物　浴衣・伊達締め・腰ひも
１本・半幅帯

⑤声優 小原乃梨子「おばけや花火、
　夏のお話＆教科書のお話たち」
　ブレーメンの音楽隊などの絵本
を読んだり歌ったりします。
日時　７月 26 日㈫午後１時 30 分～
費 用　 一 般 1,000 円・ 友 の 会 80
0 円・学生 500 円・中学生以下無

⑥ JAXA 無料講演会「宇宙の仕事
　って何だろう？」
　宇宙開発の場で活躍する方のお
話を伺います。
日時　７月 27 日㈬午後２時～（開
場は午後１時 30 分～）
講師　JAXA 広報部　木場田繁氏

④そうだじゅげむきこう
日時　７月 23 日㈯午後２時～（開
場は午後１時 30 分）
出演　春風亭一蔵・柳亭市弥
費用　一般 1,000 円・小学生 500 
円（全席自由）

⑦歌って健康！　歌声サロン
日時　７月１日㈮・20 日㈬午後２
時～４時
費用　1,000 円（全席自由）
申込み・問合せ　①から⑤は直接窓
口または電話で清瀬けやきホール☎
493・4011 へ、⑥・⑦は直接会場へ

③清瀬けやき亭落語会
　瀧川鯉昇師匠に地元の天どんが
チャレンジ！
日時　８月 28 日㈰午後２時～（開
場は午後１時 30 分）
出演　三遊亭天どん・瀧川鯉昇
費用　前売り一般 2,800 円・友の会
2,500 円・ペア 4,500 円、当日一般
3,000 円（全席自由・未就学児入場
不可）

①伊奈かっぺいトークライブ
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朗読劇「月光の夏」
　今語り継ぎたい戦争の悲劇。
日時　８月 11 日㈭午後２時～（開
場は午後１時 30 分）
出演　劇団東演・根岸弥生（ピアノ）
費用　前売り一般 3,000 円・友の
会 2,500 円・ペア 5,000 円、当日
一般 3,500 円・高校生以下無料（全
席指定・未就学児入場不可）

申込み・問合せ　いずれも直接ま

を買わされた」という相談は以
前からありますが、新学期を迎
えた時期はこういった教材販売
に関する相談が増加します。　
事例では学校関係者と思わせて
ドアを開けさせたうえでアンケ
ートやテストの話をしていま
す。学習教材を売るという目的
を隠してのこのような話掛けに
は問題があります。相手と直接
対面しているなかで話を中断す
るのは難しいですが、迷惑だと
感じたり必要ない内容であれば
きっぱりと断る勇気を持ちまし
ょう。
　また、訪問販売ではクーリン
グオフができますが、事例のよ
うに 3,000 円以下の現金の取り
引きなど、クーリングオフがで
きないものもあります。
　詳しくは下記までご相談くだ
さい。
問合せ　消費生活センター☎
495・6212（相談専用）

◆夏休み子どもパソコン教室
対象　小・中学生（小学１～３年
生は保護者同伴）各日先着 14 人
日時　８月１日㈪～６日㈯午後１
時～４時
◆無料パソコン（Windows10）・無
　料タブレット（iPad）教室
対象　パソコン・タブレットが初め
てまたは初級の方（シニア大歓迎）。
いずれも各月先着 10 人
日時　パソコン＝７月 30 日～８月
27 日の土曜日（８月 13 日を除く）ま
たは９月３日～ 24 日の土曜日（いず
れも全４回）、タブレット＝７月 21
日㈭・８月 18 日㈭。パソコン・タブ
レット教室とも午前 10 時～正午
※ビリヤード・ピンポン・ヨガなど
の無料体験も行っています。
申込み・問合せ　直接または電話
で友遊（NPO 法人情報労連東京福
祉センター）☎ 497・8500 へ

風邪でノドが… カバンなくして…

■バスをご利用の方
清瀬駅北口から西武バス台
田団地行き台田団地中央下車
徒歩1分。

■車をご利用の方
下宿地域市民センター駐
車場及び隣の下宿運動
公園（臨時駐車場）をご
利用ください。
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◆夏の特別企画展「ロクト大昆虫
　展 2016」
　標本約 3,000 点が大集合！ 世界
最大級の昆虫や美麗なチョウなど、
貴重な昆虫たちが待っています。
昆虫に触れるカブトムシ・クワガ
タハウスも開催。
日程　７月 16 日㈯～９月４日㈰の
午前９時 30 分～午後５時（９月２
日㈮は閉場）
費用　入館料おとな 500 円、４歳
～高校生 200 円
※７月４日㈪・11 日㈪・19 日㈫、
９月１日㈭は休館。（８月は毎日
開館）
問合せ　多摩六都科学館☎ 042・
469・6100

③世界の料理を造
つ く

ろう（インド編）
　プロのシェフが講師をする本格
インド料理です。先着 24 人。
日時　７月 26 日㈫午前 10 時～午
後１時
費用　1,500 円（材料費込み）
※保育あり。

「CM方式」とは
どのようなもの？

料（全席自由） の期間のうち、月３回（ 講師の都
合により日程の変 更あり）午後
６時～９時
費用　月会費 5,000 円

たは電話でコミュニティプラザひま
わり☎ 495・5100 へ


