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金銭的な支援をしますという
　

地域を火災・災害から守
る清瀬市消防団

＜事例＞
　仕事を辞め生活に困っていた
ので、SNS 内の副業広告で「メ
ール交換するだけで謝礼をもら
える副業」を見て仮登録した。
サイトから「会員とメール交換
をするには有料で会員となる必
要がある」と誘導され 3,000 円
払って本会員となった。その
後「自分はがんの余命宣告を受
けており残りの人生で一人でも
多くの人の助けになりたい。１
人 ９００ 万円支援をする」「会社
経営の傍ら援助・ボランティア
活動をしており、１人 １２００ 万
円支援したい」などのメールが
毎日届くようになった。本当に
お金がもらえるのかとメール相
手に尋ねたところ「あなたを絶
対に見捨てない。助けてみせ
る」「これは正真正銘の本当の
支援」などと説得された。メー
ル交換には大量のポイントを購
入しなければならなかったが相
手のいう支援金が得られるなら
と思い、消費者金融から借り入
れしてポイントを購入した。メ
ールで教えられた通りに支援金
を受ける方法を何度試してもお

　昨年の８月 ２４ 日、清瀬市内
の「火災による死者ゼロ」の日
数が ２，５００ 日に達しました。平
成 ２０ 年 １０ 月以降７年以上もの
間、火災により亡くなる方のい
ない日が更新されています。
　この記録は、市民の皆さんの
火災予防へのご協力はもちろ
ん、いち早く現場に駆けつけ、
助けを求めている方を救出して
いる人たちの存在があって達成
されています。その両輪といえ
るのが、清瀬消防署と今回ご紹
介する「清瀬市消防団」です。
　清瀬市消防団は、郷土愛の精
神に基づき、「自分たちのまち
は自分たちで守る」という強い
信念の下、市民の安全のために
昼夜を惜しまず消防活動に励ん
でいる組織です。小寺正明清瀬
市消防団長を筆頭に、市内を７
つの担当区域（分団）に分け、
総勢 １４２ 名の団員で構成されて
います。
　定期的に各分団で集まりポン
プ車などの機械器具点検などを
行っている他、清瀬消防署や隣
接する他県市と連携した放水訓
練など、多岐にわたって活動し

①そうだじゅげむきこう
　伸び盛りの若手による落語会。
お茶をご用意しています。
日時　１月 23 日㈯午後２時～（開
場は午後１時 30 分）
出演　林家つる子・入船亭遊京・
金原亭馬久
費用　一般 １，０００ 円・小学生 ５００ 円

（全席自由）
②清瀬けやき亭落語会
　売れっ子桃月庵白酒と、地元・
三遊亭天どんの落語会をお楽しみ
ください。
日時　１月 １7 日㈰午後２時～（開
場は午後１時 30 分）
費用　前売り一般 3,０00 円・友の
会 ２,800 円 ・ペア ５,000 円・当日
3,300 円（全席指定・未就学児入場
不可 ）
③講座「ベビーマッサージ教室」
　洋服を着たままご家庭でも簡
単にできる赤ちゃんへのマッサー
ジ。
対象　２か月～ハイハイ前までの
赤ちゃん。先着 10 人
日時　１ 月 19 日 ㈫ 午 前 10 時 30
分～正午
費用　600 円
持ち物　バスタオル・タオル・赤
ちゃんの飲み物
④写経教室（１～ ３月）
　般若心経をお手本に写経体を学
びます。各曜日先着 20 人。
日時　月曜教室＝ １ 月 25 日・２ 月

⑤歌声サロン
　懐かしい名曲を、プロによる生
演奏で歌ってみませんか。

申込み・問合せ　①～④は直接
または電話で清瀬けやきホール☎
493・4011 へ、⑤は直接会場へ

①ひまわりクラフト倶楽部
　和紙・縮

ち り

緬
め ん

などを使って「 楽し
い節 分 飾り」を作ります。先着
10 人。
日時　１ 月 １7 日㈰午前 10 時～正
午
費用　700 円（材料費込み）
持ち物　作品お持ち帰り用の袋

⑥世界の料理を造
つ く

ろう
◎タイ編
　カノムパン・ナームー他２品を
作ります。先着 24 人。
日時　１ 月 ２１ 日㈭午前 １０ 時～午
後１時
◎ルーマニア編
　ルーマニア風ロールキャベツ

「サルマーレ」を作ります。先着
24 人。
日時　２月 26 日㈮午前 10 時～午
後１時
費用　いずれも 1,500 円（材料費
込み）
※いずれも託児あり。

⑤はじめてのフラ
　土曜日開催のフラダンス教室で
す。各日先着 １6 人。
日時　定期教室＝１月 ９ 日、16 日
・２3 日、２月６日・13 日・20 日・
３月５日・12 日・19 日の土曜日午
前 10 時～ 11 時
費用　8００ 円（都度払い）

申込み・問合せ　直接または電話
でコミュニティプラザひまわり☎ ４９５

・５１００ へ

⑩弦楽アンサンブル道場
　弦楽器で、才能の芽を伸ばして
みませんか？　先着 16 人。
日時　１月10日～３月27日の日曜

（月２回）午後２時～４時
費用　１か月に付き 3,000 円（楽器
レンタル料別途 500 円）

◆昔遊び広場
　コマ回し、はねつき、福笑い‥
日本には伝統的な遊びがたくさん
あります。友達や家族みんなで昔
遊びを楽しみましょう。
日時　１ 月 ９ 日 ㈯・10 日 ㈰ 午 前
10 時～午後４時（１ 月 1 日～３日

・１２ 日・１8 日・２５ 日～ 28 日は休
館日）
費用　入館券おとな ５００ 円、４歳
～高校生 ２００ 円
※直接会場へ。
問合せ　多摩六都科学館☎ ０４２・
４6９・6１００

②第４回新春ひまわり囲碁大会
　大輪杯・小輪杯を開催します。先
着 20 人。
日時　１月 23 日㈯午前 10 時～午後
４時
費用　２千円（昼食付き）
③ひまわり将棋俱楽部
　先着 12 人。
日時　毎週火曜日午後１時 30 分
～４時 30 分
費用　１回に付き 300 円（コーヒー

・お茶代含む）
④ギター教室
　プロのギタリストが丁寧に教えま
す。先着 １０ 人。
日時　１月９日～３月 ２6 日までの
土曜日午後７時～９時
費用　１か月に付き ５,０００ 円（月３
回）
※随時見学可。

⑧０歳児の音楽教室
⑨リトミック教室
対象　⑧３か月～１歳３か月⑨１
歳３か月～３歳の子どもと親。先
着各 １6 組
日時　いずれも定期教室＝ １ 月 12
日・２6 日、２ 月９日・２3 日、３月 8
日・２２ 日の火曜日、１月７日・21 日、
２月４日・18 日、３月３日・17 日
の木曜日、⑧は午前 １０ 時～ １０ 時
４５ 分⑨は午前 １１時 15 分～正午（い
ずれも全６回）
費用　いずれも都度払い 800 円

⑦ピアノ伴奏でうたごえひろば　
　先着各 １6 人。
日時　火曜コース＝１月 12 日・２6
日、２月９日・２3 日、3 月８日・２２
日、木曜コース＝１月７日・21 日、
２月４日・18 日、３月３日・17 日、
いずれも午後 1 時 30 分～３時（い
ずれも全６回）
費用　都度払い 8００ 円

⑪親子クッキング
　節分に食べると縁起が良いとさ

出会い系サイトにご注意！

金をもらうことはできなかっ
た。結局、ポイント購入のため
に １００ 万円近く支払ってしまっ
た。
＜アドバイス＞
　高額な現金をもらえると期待
させ、ポイントを購入させる詐
欺的な出会い系サイトと思われ
ます。見ず知らずの人がお金を
あげるために出会い系サイトに
登録するとは考えられません。
うまい話はないと肝に銘じ、支
援するというメールが届いても
無視するようにしましょう。
　また、トラブル解決には証拠
が不可欠です。被害に遭ったと
気付いた場合は電子マネーの証
書のコピーや相手とのやり取り
の記録を残し、消費生活センタ
ーにご相談ください。
問合せ　消費生活センター☎
495・6212（相談専用）

ています。
　この訓練や活動の成果は、実
際の火災現場での人命救助や延
焼防止の場面で出ています。
　一例としては、深夜、交通事
故を起こした車両から発生した
火災に気付いた消防団員が、近
くに住む消防団員や地域住民の
方と連携し、車両に閉じ込めら
れていた方を救助した事例など
があります。
　また火災だけではなく、近い
将来発生するといわれている首
都直下地震の時にも地域の守り
手としての役割が果たせるよ
う、震災を想定した訓練や活動
も行っています。
　さらに、第一線から退かれた
後も、引き続き震災時に現役消
防団員の支援活動などを行う

「きよせ 119 会（清瀬市消防団
ＯＢ会）」も発足しています。
　「地域のキズナ」を守る大き
な存在として、清瀬市消防団は
これからも活動していきます。
※消防団出初式の記事が８面に
　掲載されています。
問合せ　防災防犯課防災係☎
497・1847

◆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　１月コース＝９日～ 30 日の
土曜日、２月コース＝６日～ ２7 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　１月 21 日㈭、２月 18 日㈭
午前 10 時～正午
申込み・問合せ　直接または電話
で NPO 法人情報労連東京福祉セ
ンター☎ ４９7・8500 へ

２２ 日・3 月 28 日、木曜教室＝ １ 月
２１ 日・２ 月 １8 日・3 月 １7 日、いず
れも午前 １０ 時～正午
講師　横田游心氏
費用　3,０００ 円（全３回）

日時　１ 月６日㈬・２０ 日㈬いずれ
も午後２時～４時
費用　１，０００ 円（全席自由）

れる「恵方巻」を作ります。
対象　４歳～小学６年生の子ども
とその親。先着 12 組 24 人
日時　１月 17 日㈰午前 10 時～午
後１時
費用　１組 ２,０００ 円（材 料 費 込 み）


