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子どもたちからの人権メッ
セージ発表会 1008711ID

日時 7月7日㈯14:00～16:15 会場 七生
公会堂※直接会場へ 問 市長公室市
民相談担当(☎514-8094)

古Tシャツで作る布ぞうり講
習会 
日時 7月11日㈬13:30～15:30 会場 シ
ルバー人材センター 定員 申込制で
先着20人 費用 600円 申込 7月2日㈪
～6日㈮に電話 問 同センター（☎581
-8171）

日野産野菜を使った飾り巻き
すし教室 1008807ID

日時 7月12日㈭10:30～13:30 会場 七
ツ塚ファーマーズセンター メニュー 
夏の絵柄の飾りすしなど 定員 申込
制で先着10人 費用 3,000円 申込 竹内
（☎090-7284-1947）へ電話 問 都市農
業振興課（☎514-8447）

普通救命講習 1002363ID

日時 7月22日㈰9:00～12:00 会場 日野

消防署 内容 心肺蘇生、AEDの使用
方法、窒息の手当、止血の方法など 
定員 申込制で先着10人 費用 1,400円
（テキスト代） 申込 7月2日㈪から電
話 問 日野消防署（☎581-0119）

正社員を目指す方必見!八王子・
日野就職面接会 1008142ID

日時 7月13日㈮13:30～16:00 会場 八
王子学園都市センター※直接会場へ
内容多数の企業と面接ができます 
対象正社員を希望している方持ち物 
ハローワークの紹介状、履歴書(写
真貼付)を複数 問 ハローワーク八
王子(☎042-648-8634)

障害者のためのイベント「MY
うちわ作り」 1008272ID

日時 7月18日㈬13:30～15:30 対象 障害
者およびボランティア 定員 申込制で
先着30人 申込 7月11日㈬～17日㈫に
電話※土曜・日曜日、祝日を除く
会場・問 地域活動支援センターやま
ばと(☎582-3400)

自然観察会～夜の雑木林を探
検しよう 1007973ID

日程 7月20日㈮※雨天の場合は室内 
集合 18:30南平丘陵公園管理棟前、
20:00同所解散※車での来場はご遠

慮を 講師 川那部真氏（昆虫博士） 
対象 小学生以下は保護者同伴 申込 7
月19日㈭までに電話 問 緑と清流課
（☎514-8307）

カワセミハウス写真展「日野
の昆虫たち」 1008665ID

日時 7月24日㈫～31日㈫9:00～21:30
※24日は13:00から、31日は12:00まで 
内容 森川正昭氏(日野の自然を守る
会)の写真提供による日野市に生息
する昆虫たちの写真展 会場・問 カ
ワセミハウス(☎581-1164)

創業を目指す方を対象～キッ
クオフセミナー 1009245ID

日時 7月24日㈫18:30～20:30 会場 PlanT
（多摩平の森産業連携センター） 内容 
創業経験者や専門家によるトークセ
ッション、創業体験談 講師 真﨑裕
介氏（在宅リハビリマッサージライ
フ代表）、山下雅弘氏（（一社）Herstory
代表理事） 対象 創業予定の方、また
は創業後間もない方 定員 申込制で
先着20人 申込 電話 問 多摩信用金庫
（☎042-526-7766）

東京しごとセンター多摩の就
業支援（7月） 1003501ID

　平成30年度卒業予定および既卒3

年以内の方対象・合同企業説明会（立
川市会場）、29歳以下対象・若者と
企業の交流会（国分寺市会場）ほか多
数。詳細は、しごとセンター多摩 HP  
参照 問 しごとセンター多摩（☎042-
329-4524）

全年齢層対象「地域就職面接
会in日野」 1003501ID

日程 7月27日㈮ 時間・内容 10:00～12:
00直前対策セミナー（予約制）、13:00
～16:00合同就職面接会 会場 新町交
流センター 持ち物 履歴書を面接希
望企業数分 申込 電話 問 東京しごと
センター多摩（☎042-329-4524）

みんなの環境セミナー～黒川
清流公園で昆虫採集をしよう 
 1008664ID

日時 7月28日㈯9:30～12:00 会場 カワ
セミハウス、黒川清流公園 講師 森川
正昭氏（日野の自然を守る会） 定員 
申込制で先着30人 申込 7月3日㈫から
電話 問 カワセミハウス（☎581-1164）

日野市ひきこもり対策支援事業
問 セーフティネットコールセン
ター (☎514-8542)

▶家族のつどい  1003312ID

日時 7月28日㈯14:00～16:00 会場 多
摩平の森ふれあい館 対象 次の全て
に該当する方①ひきこもりの本人が
市内在住②ひきこもりなどの状態に
ある子供を持つ家族 定員 申込制で
先着10人 申込 7月23日㈪までに電話
または市役所2階セーフティネット
コールセンターへ
▶出張個別相談会  1008804ID

日時 7月11日㈬13:30～16:30 会場 福
祉支援センター 対象 次の全てに該
当する方①ひきこもりの本人が市内
在住②ひきこもりなどの状態にある
子供を持つ家族 定員 若干人 申込 7
月6日㈮までに電話または市役所2階
セーフティネットコールセンターへ

日野市民でつくる防災・減災シ
ンポジウム「主役はわたしたち～
避難所からのコミュニティ形成」 
日程 8月5日㈰13:00～17:15 会場 実践
女子大学(大坂上) 内容 吉村静代氏
(NPO法人益城だいすきプロジェク
ト・きままに代表)講演、分科会（①
避難所運営②自助・共助③災害時要
配慮者④水害・土砂災害） 定員 申込
制で先着160人 申込 日野市ボランテ
ィア・センター( FAX 582-0082)へ電話、
ファクスまたは同センター HP 申込

フォームから。防災シンポジウム、
氏名、電話番号、希望分科会名（第2
希望まで）を記入 問 同センター (☎
582-2318)

浅川の清流で遊ぼう！
 1008806ID

日程 8月8日㈬ 集合 7:30市役所、貸
切バスで夕やけ小やけふれあいの里
（八王子市）へ移動※天候や川の状況
により内容の変更あり 対象 市内在
住の小学4～6年生 定員 申込制で先
着15人 申込 7月3日㈫9:00から電話 
問 緑と清流課（☎514-8309）

第4回日野市環境かるた大会
～参加者募集 1008771ID

日時 9月9日㈰ 9:00～17:00 会場 市民
の森ふれあいホール 対象 市内在住
者でペア（2人1組）クラス U8（小学1・
2年生）、U10（小学3・4年生）、U12
（小学5・6年生）、親子（小学生とそ
の保護者）※チーム戦あり 定員 各ク
ラス40組※申込多数の場合は抽選 
その他 優勝、準優勝、3位、敢闘賞、
参加賞あり 申込 7月9日㈪～20日㈮に
電話または電子申請 問 環境保全課
（☎514-8294）
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■旭が丘商工連合会～旭が丘よさこ
い夏まつりと抽選会
日時 7月27日㈮・28日㈯16:00～21:00 
会場 旭が丘中央公園 内容 よさこい踊
り、盆踊り、抽選会、子どもみこし、
山車 問 田中（☎090-8304-6862）
■豊田北口商店連合会～サマーフェ
スタ イン たまだいら
日時 7月29日㈰11:00～15:00 会場 豊田
駅北口大通り 内容 よさこい踊り、大
太鼓の演舞 問 堀田（☎581-2586）
■豊田商店会～豊田わくわく市
日時 7月14日㈯10:00～15:00 会場 豊田
駅前特設会場 内容 地元野菜の販売、
ステージイベント、抽選会、各商店
のブース型出店など 問 髙野(☎090-

3472-3548)
■百草団地商店会～ふるさと夏祭り
日時 8月18日㈯・19日㈰16:00～21:30 
会場 同商店会アーケード内、アポロ
広場 内容 和太鼓、ヒップホップダン
スショー、演歌歌手ミニコンサートな
ど 問 醍醐（☎591-2989）
■高幡不動駅前三商店会～高幡不
動盆踊り大会
日時 7月27日㈮・28日㈯18:00～21:00
※両日雨天の場合は29日㈰ 会場 高幡
不動尊駐車場 内容 盆踊り、模擬店、
子供たちへお菓子の無料配布 問 堀
内（☎591-3327）
■百草園駅前商店会～秋祭り
日時 9月23日㈷10:00～16:00 会場 同

商店会、マジオドライビングスクール 
内容 楽器演奏、踊り、ゲーム、模擬
店など 問 村松（☎592-5888）
■南平駅南口商店会～中元大売出し
日時 7月14日㈯･15日㈰10:00～17:00
※売り出しは7月2日㈪～15日㈰ 会場 
商店会各店舗および多摩信用金庫駐
車場 内容 抽選会な　

　ど 問 新倉（☎591-
7575）
■南平中央商店会～中元大売出し
日時 7月15日㈰･16日㈷10:00～17:00
※売り出しは7月5日㈭～15日㈰ 会場 
南平北野街道沿い 内容 ガラポン抽
選会 問 加藤（☎593-0427）

日野市消費生活センター（☎581-3556※土曜・
日曜日、祝日を除く9:30～12:00、13:00～16:00）
消費者ホットライン（☎1

イ ヤ ヤ

88）
消費生活センターから

契
約
ト
ラ
ブ
ル
は

　「しっくいがはがれている」「雨ど
いが壊れている」などを口実に訪問し
「このままだと大変なことになる」な
どと言って不安をあおり高額なリフ
ォーム工事を勧誘する、いわゆる「点
検商法」のトラブルが増えています。
　業者の中には契約後すぐに工事を
始め、クーリング・オフ期間内に工
事を終了させてしまう業者もいま
す。訪問販売では契約書面を受け取
ってから8日間はクーリング・オフ
制度を使って無条件解約をすること
が可能ですが、消費者は「すでに工
事が終わっているのだから仕方がな
い」と思い解約をあきらめてしまう
事も少なくありません。
　中には、クーリング・オフの書面
を出すと「すでに工事が終わってい

るのに何だ」と脅す業者や、工事途
中に代金を払わせ、その後所在が分
からなくなる悪質な業者もいます。
 ▼事例 
　突然訪問してきた業者が「近くで
工事をしているが、瓦が1枚壊れてい
る。今ならはしごを持っているので
5千円で直す」と言うので屋根に上が
ってもらった。屋根から降りた業者
から写真を見せられ「屋根がひどい
状態になっている。直した方がいい」
と言われ、その場で200万円の契約を
した。工事が始まったが断りたい。
▼被害を防止するために
● 突然訪問してきた業者を家の中に
入れるのは危険です。

● 「すぐに工事が必要」「このままで
は大変なことになる」などと言っ
て不安をあおり、むやみに契約を

急がせる業
者と契約を
するのはや
め ま し ょ
う。
● 屋根や屋根
裏、床下な
どは自分で確かめることが難しい
場所なので、来訪した業者でなく
信頼できる業者に本当に工事が必
要か確認してもらいましょう。
▼クーリング・オフ制度
　訪問販売の契約は、契約書を受け
取ってから8日以内であれば、工事
が終了していてもクーリング・オフ
ができます。勧誘方法に問題があれ
ば8日間を過ぎても取り消しできる
場合があります。あきらめずに消費
生活センターに相談をしましょう。

その工事、本当に必要？

 問 産業振興課
（☎514-8437)

1008675ID
1003270ID
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