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−イベント−

　光回線サービスに事業者独自の
サービスを組み合わせた光コラボ
レーション「光コラボ」と呼ばれる
サービスが提供されています。
　光回線サービス利用者は、「転用」と
いう簡単な手続きで光コラボ事業者
のサービスに乗り換えることができ
ますが、勧誘時のトラブルも多く注
意が必要です。
事例　ＮＴＴ東日本だと誤解するよ
うな名乗り方だったので、ＮＴＴ東
日本のプラン変更と思って話を聞い
たところ、転用承諾番号を伝えるだ
けで利用料が安くなるという。手続
きは簡単に完了したが、まったく別
の事業者からの勧誘電話だったと分
かった。元の契約に戻したい。

　転用が完了すると、ＮＴＴ東日本
との契約は解約となり、光コラボ事
業との新たな契約となります。元に
戻すには、契約解除料が発生したり、
電話番号が変更になったり、工事が
発生することもあります。
　事業者代理店等の電話や訪問など
による勧誘は、「安くなる」「お得に
なる」などの話を強調しがちですが、
自分にとって必要のないサービスが
含まれており、かえって高くなって
しまうこともあります。勧誘時の説
明をうのみにせず、サービス名や
サービスの内容を確認し、現在の契
約内容と比較しながら、じっくり検
討することが大切です。必要がなけ
れば、きっぱりと断りましょう。

光回線サービスの
乗り換えは慎重に！

コラム
消費生活
センター

相談受付　午前９時〜正午
　　　　　午後１時〜４時
電話　395−8383（直通）

 

 

　相手に安心感を与えるコミュニケー
ションを学びます。チェックシートを
使ったワークや、短所を長所に置き換
える方法など、分かりやすいカウセリ
ング理論を実践してみましょう。
日１１月３０日水・１２月７日水午後１時３０
分〜３時３０分（全２回）
場富士見公民館（富士見町５−４−５１）
人市内在住・在勤・在学のかた、１６名
※応募者多数の場合は抽選
講高山直子氏（カウンセラー）
託１歳〜就学前の幼児、４名（要予約、
おやつ・飲み物持参）
申電子申請又は往復はがきに必要事項
と特記事項を明記し、１１月１５日（必着）
までに中央公民館（〒１８９−００１４本町２
−３３−２）へ
特記事項年齢、託児希望のかたは幼児
名（ふりがな）・年齢（月齢）
問中央公民館（☎３９５−７５１１）
 

　子育て中のパパとママにとって、祖
父母の方々の助けは大きな力になりま
す。一方で、時代とともに変化した子
育ての方法に戸惑う祖父母のかたも多
くいます。孫育てに対する不安を解消
し、今どきの子育て事情やお孫さんと

講講講講講講講講 座座座座座座座座 ・・・・・・・・ 公公公公公公公公講 座 ・ 公 演演演演演演演演演
市民講座「聞く力をきたえる」

今どきの子育て事情とは
「エンジョイ孫育て講座」

の具体的な関わり方を学びませんか。
日１１月１２日土・１３日日午後１時３０分〜
２時３０分（１５分前から受付開始）
場いきいきプラザ３階「マルチメディ
アホール」
人お孫さんの誕生を控えたかた、１歳
未満のお孫さんがいるかた、孫育てに
興味のあるかた、各日先着２０名
内子育ての昔と今、お孫さんとの関わ
り方についての話など
講助産師・保健師
申１０月１７日月午前８時３０分から電話又
は直接子育て支援課（いきいきプラザ
３階）へ
※定員に満たない場合、当日直接申し
込みも受け付けます。
問子育て支援課
 

　妊娠中のお母さん向けに、お勧めの
絵本を紹介します。読み聞かせの心地
よさを味わってみませんか。
　赤ちゃんへの読み聞かせのアドバイ
スや、妊婦さん同士の交流タイムもあ
ります。パートナーや付き添いのかた
も一緒にお楽しみください。
日１１月８日火午前１０時〜１１時３０分
場中央図書館（本町１−１−１０）
人妊娠しているかた、先着１０名
講東村山うちでのこづち、図書館職員
申１０月１８日火から電話又は直接中央図
書館（☎３９４−２９００）へ

おなかの赤ちゃんと楽しむ
「マタニティ絵本タイム」

※託児はありません。
共催東村山うちでのこづち
 

問中央図書館
 

日１２月１０日土午前１０時３０分〜正午、午
後２時〜３時３０分（各回４５分前開場）
場中央公民館（本町２−３３−２）
人２〜１８歳のかた（小学３年生以下は
保護者同伴）、各回先着４００名
※１歳以下は入場できません。
費５００円
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児童館２０１６子どもフェスタ
「親子観劇会」
劇団プーク「ピンクのドラゴン」

申込用紙児童課（いきいきプラザ１階）、
各児童館・児童クラブで配布
 

申込方法
各児童館申込用紙に必要事項を明記し、
１１月８日火午前９時３０分〜午後５時３０
分
児童クラブ１１月８日火・９日水午前９
時３０分〜午後５時３０分
電子申請１１月８日火午前９時３０分〜１０
日木午前８時
※チケットの払い戻し、当日の申し込
みはできません。
問秋津児童館（☎３９７−１１５０）

劇の世界へ入り込もう

場多磨全生園（青葉町４−１−１）　  下表参照
　地域の緑のオアシス多磨全生園で、展示会や園内の歴史をたどるウォーク
ラリーなど、さまざまなイベントを実施します。模擬店も出店しますので、
ご家族やお友達と一緒にぜひお越しください。
※駐車場はありません。車での来場はご遠慮ください。

日内

合 同 開 催
第43回全生園まつり
主催多磨全生園入所者自治会
問同自治会書記室（☎３９３−
９７８４）

主催東村山市緑を守る市民協議会
共催多磨全生園入所者自治会、東村山市
問みどりと公園課

−未来に残そう全生の杜−
第24回東村山秋の緑の祭典

 子育て支援課から 場いきいきプラザ２階

１１月の乳幼児健康診査

土曜日版ハローベビークラス（両親学級）

１１月の乳幼児学級（栄養編）

申し込み方法 健診名・住所・氏名（ふりがな）・電話番号と特記事項を明記し、
電子申請、往復はがき又は、直接子育て支援課（いきいきプラザ３階）へ

受付時間日　程対象生年月日健診名

午後０時３０分

９日水
３０日水

平成２８年７月１日〜７月２０日
平成２８年７月２１日〜８月１０日

３〜４か月児
健康診査

１８日金平成２７年４月１１日〜４月３０日１歳６か月児
健康診査

午後０時２０分１６日水平成２５年９月２６日〜１０月１０日３歳児
健康診査

※対象者にはすでに通知しました。通知のないかたはお問い合わせください。

講　師日　時対　象

助産師
保健師

１１月１９日土午前９時３０分〜正午
（１５分前から受付開始）

妊娠１６〜３２週の安定期のかたと
パートナー、先着２０組

内お産の進み方など助産師の話、沐浴実習、妊婦体験など
持母子手帳、平日版に参加されたかたは「ママパパ学級」の冊子
申１０月２４日月〜１１月１１日（必着）（下段申し込み方法参照）
特記事項２人の氏名（ふりがな）・出産予定日・出産回数（初産／経産）

講　師日　時
（１５分前から受付開始）対　象学級名

管理栄養士
保健師

１５日火
午後１時３０分〜２時４５分

生後８か月〜１歳２か
月未満のお子さんと保
護者、先着３０組

①
乳児学級

１７日木
午前１０時３０分〜１１時４５分

生後１歳２か月〜１歳
９か月未満のお子さん
と保護者、先着１５組

②
幼児学級

内①月齢に応じた離乳食の進めかたの話、大人メニューからの取り分け方法（保
護者向け試食あり）②幼児期の食生活の話（お子さん向け試食あり）
持母子手帳、お手ふき・エプロン（②のみ）
申１０月１７日月〜１１月４日（必着）（下段申し込み方法参照）
特記事項①お子さんの生年月日・離乳食の回数、②お子さんの生年月日・ア
レルギーの有無（食品名）

　市政に対するご提案・ご意見・ご要望などを受
け付けています。
　手紙・ファクスは１４日、Ｅメールは１０日を目処
に回答しますが、時間がかかる場合もあります。
※匿名の場合や誹謗中傷などには回答できません。
問秘書広報課

９月の受付状況
件　数内　容
31都 市 ・ 環 境
2職 員 ・ 人 事
3施 設
7健 康 ・ 福 祉
0学 校 ・ 教 育
1財 政 ・ 税 金
6子ども・子育て
4政 策 的 提 言
2そ の 他
56合　　計

市長への手紙
（手紙・ファクス・Eメール）

場所秋の緑の祭典全生園まつり時間日程

全生園「コミュニ
ティセンター」

文芸作品、「人権の森絵画
展」入選作品などの展示
※３日祝は午後３時まで

午前１０時〜
午後４時

１１月１日火〜
１１月３日祝

中央通り福祉サー
ビス棟前「おまつ
り広場」
※式典と表彰式は
「中央集会所」で
行います。

第１部＝式典
第２部＝ミニＳＬ、
緑のウォークラリー
等
※雨天時は、第１部
（式典）のみ開催し
ます。

○イベント（阿波踊り、
演奏会など）、模擬店、
福引き
○「人権の森絵画展」の
表彰式
※「秋の緑の祭典」式典
終了後から開催します。

午前１０時〜
午後２時３０分

１１月３日祝

福祉会館多磨全生園附属看護学校
による学校祭「楓祭」

午前１０時〜
午後３時


