
催し

ヒロシマ・ナガサキ～日本人
以外の被ばく者を知ろう

申は申込制（申込順）。そのほかは直
接会場へ。いずれも場柴崎学習館
●写真展示　時7月11日㈫～23日㈰、
午前9時～午後9時
申16ミリ映画会　時▷「もうひとつ
のヒロシマーアリランのうた」＝7月
14日㈮午後2時～3時▷「世界の人へ」
「世界の友へ」＝7月15日㈯午前10
時～正午定各30人
申お話　時7月16日㈰▷午前10時～
正午▷午後1時30分～3時30分師映
像作家・鈴木賢士さん、高麗博物館
朝鮮人被爆者研究会の皆さん定各
30人
申6月27日㈫から柴崎学習館☎（524）
2773へ

子ども未来センターのコミュ
ニティプログラム

申込方法等くわしくは、「立
川市子ども未来センター」
のホームページをご覧く
ださい（右上２次元コードからアクセ
ス可）
●映画「Girl Rising ～私が決める、
私の未来～」チャリティ上映会　時7
月1日㈯午後1時30分～3時30分場
子ども未来センター問プラン多摩の
会 ・矢島さん☎090（9319）1462
●コンディショニング アロマヨガ　

時7月4日㈫午後2時～4時場たまし
んRISURUホール費1,200円（受講
料、茶菓子代）問ほっと♡ハート・松井
さん☎070（6668）2327
●オリジナルうちわを作ろう！　時7
月13日㈭午後1時30分～3時30分場
子ども未来センター費300円（材料
代）問シニアパソコン教室・戸張さん
☎090（2238）0030

2018年成人を祝うつどい

市と成人を祝うつどい実行委員会
は、成人を迎える若者たちの門出を
祝福するため、記念式典とアトラク
ションなどを行います対平成9年4月
2日～平成10年4月1日生まれの方時
平成30年1月8日（月・祝）正午～午後1
時30分（午前11時開場）場たましん
RISURUホール問子ども育成課青少
年係・内線1306

立川農産物直売所（幸町）夏野
菜セール

新鮮な立川産野菜を取りそろえ、特
価品の販売等を行います。直接会場
へ時6月24日㈯・26日㈪、午前11時
～午後4時場立川農産物直売所（幸町
1-14-1、JA東京みどり幸町支店隣）
問産業観光課農業振興係・内線2650

まんがぱーく大市に行こう！

大道芸などのステージショー、立川産
野菜の販売など、楽しい企画やお店
が盛りだくさん。広場で遊び疲れたら
「立川まんがぱーく」でひと休み。直
接会場へ。フリーマーケットの出店申
し込みも随時受け付けています。くわ
しくは、「立川まんがぱーく」のホーム
ページをご覧ください時7月2日㈰午
前9時～午後3時（小雨決行）場子ど
も未来センター芝生広場問子ども未
来センター☎（529）8682

財団どこでもステージ「錦町ふ
れあいコンサート」

学齢前の子どもも鑑賞できます。出演
は、林菜都子さん（ヴァイオリン）、伊
久希さん（チェロ）、加賀谷彩さん（ピ
アノ）。曲目は「愛燦燦」「星に願いを」
「小さな世界」ほか。直接会場へ時７
月17日（月・祝）午後２時開演（午後１時
30分開場）場錦学習館講堂定200人
（先着順）問立川市地域文化振興財
団☎（526）1312

●第30回立川リコーダーアンサンブ
ルコンサート　大小さまざまなリコー
ダーの透き通る音色をお楽しみくだ
さい。直接会場へ時7月9日㈰午後2時
開演（午後1時30分開場）場たましん
RISURUホール小ホール定200人（先
着順）問波多野さん☎（531）1289
●チャリティーマーケット　社会福祉
法人至誠学舎立川児童事業本部が主
催。日用品、衣類、雑貨などのバザーや
模擬店、ゲームコーナーなど、ご家族で
楽しめます。直接会場へ時7月1日㈯午
前10時～午後2時（雨天実施）場至誠
学園園庭（錦町6-26-15）問櫻井さん☎
（524）2601
●スペイン語学習会　国際教育文化交
流ビエンベニード会が主催。スペイン
語学習と食事を無料で提供します対小
学生～高校生時月1回の金曜日、午後6
時～8時場幸学習館定10人（抽選。近隣
の方を優先）申石原さん☎080（5412）
7142

会員募集

●太極拳同好会みな月　ゆっくりした
動作と深い呼吸法で体幹内部から筋力
を鍛え、新陳代謝を高めて脳を活性化
します。年齢や体力に応じて取り組めま
す時月4回の水曜日、午前10時～正午
場さかえ会館入1,000円月2,500円申
中島さん☎（525）7333
●フィリアR・G・大山　子ども新体操ク
ラブです。ボールやリボンなどの手具を
使って基礎から楽しく練習しています。
いつでも見学・体験できます対3歳～中
学生時毎週木曜日、午後4時～6時30分
場大山小体育館入3,000円月4,000円

（536）9079
●立川柔道会　柔道で正しい心と強い
体をつくりませんか。いつでも道場に見
学に来てください。初心者歓迎対小学1
年生以上の男女時毎週木曜・土曜日、午
後7時30分～9時（小学生は午後8時30
分まで。祝日を除く）場練成館入2,000
円月2,000円（ほかにスポーツ保険代）
申進

しん

さん☎090（1803）1402
●高松水墨画友の会　水墨画の基本と
三墨法（濃、中、淡）の技法を学習し、年
間のテーマを決めて墨の楽しさを学ん
でいます。年1回の文化祭とスケッチ旅
行を開催しています対18歳～80歳代
の方時月2回の金曜日、午後1時～4時
場高松学習館月2,000円定10人（申込
順）申宮野さん☎（523）1395
●詩吟「嶺

れい

雪
せつ

会」　漢詩の絶句・律詩、
和歌、俳句をお腹から声を出して朗詠し
ます時毎月第1・第3・第4木曜日、午後1
時～4時場グリーンセンター（清掃工場
内）入3,000円月1,500円（ほかに教材
費として1,000円～6,000円）申棈

あべ

松
まつ

さ
ん☎（537）4009
●上砂気功クラブ　東洋医学に基づい
たツボと呼吸を用いたゆっくりな動きの
中国体操です。足腰に自信のない方で
もできます。性別、年齢は問いません。見
学自由時毎週金曜日、午後2時～4時場
上砂会館入1,000円月2,500円申阿部
さん☎080（5455）5916
●健康体操サークル　2人の先生（1人
は看護師なので体に関する相談もで
きます）の指導のもと、楽しくリズム体
操、ストレッチ等を行っています時毎週
火曜日、午後1時30分～3時30分場高
松学習館ほか月3,000円申西川さん☎
（524）0356

申矢野さん☎090（8590）6012
●矯正体操高松の会　全身の筋力を偏
りなく動かすことで体の歪みを矯正し
ていきます。正しい姿勢のとれる体を一
緒に目指しませんか。見学も歓迎時毎
週火曜日、午前９時10分～10時15分場
高松学習館入3,000円月3,000円定７
人（申込順）申田澤さん☎090（1990）
9747
●リズム気功リラックS

ス

　自然治ゆ力と
免疫力がアップします。音楽に合わせ
自分のペースで行える、頑張らなくて
いい気功です時毎月第１・第３月曜日、
午前10時30分～正午場高松学習館入
1,000円月1,500円申渡辺さん☎090
（2236）1916
●錦法律を知る会　活動歴４年の会で
す。日々の新聞をにぎわす法律を取りあ
げて勉強会を実施しています。世の中の
動きに興味のある方、一緒に学びましょ
う時毎月第３土曜日、午前10時～正午
場錦学習館入1,000円年3,000円定10
人（申込順）申馬場さん☎070（3542）
2860
●この指とまれ　フォークダンスで楽し
く体を動かします。有酸素運動で、スト
レス解消ができます時毎週土曜日、午
前10時～正午または午後１時30分～３
時30分場砂川学習館、こんぴら橋会館
月400円定各10人（申込順）申坪内さん
☎（535）7010
●料理サークル シェ・ソワ　簡単でヘ
ルシーな料理や、話題の食材を使った
料理など、毎回楽しく作っています。お
気に入りのメニューを増やしませんか
時毎月第３水曜日、午前10時～午後１
時場幸学習館入1,000円月2,800円（材
料代ほか）定５人（申込順）申深

ふか

水
み

さん☎

まちのお知らせ

●中学生硬式テニス教室　立川市体育
協会ほかが主催対市内在住・在学の中
学生時7月22日～8月26日の土曜日、
午前9時～正午（全6回）場自治大学校
テニスコート（緑町）費1,000円（会場使
用料ほか）定40人（申込順）申7月15日
㈯〔消印有効〕までに、往復はがき（124
円）に住所、氏名、学年、電話番号、在
学の方は学校名、返信用宛先を書い
て、立川市テニス連盟事務局・山崎さん
〔〒190-0002幸町5-57-5立川グリー
ンテニスクラブ内〕☎（536）6798
●第15回シャンソン発表会　シャンソ
ンの会忘れな草が主催。高松学習館で
レッスンを受けているグループです。
午後のひととき、懐かしいシャンソンの
世界をお楽しみください。直接会場へ
時7月2日㈰午後1時30分開演（午後1
時開場）場たましんRISURUホール小
ホール定246人（先着順）問渡辺さん☎
（535）3810
●社交ダンス無料体験講習会　ダンス
羽衣サークル（DHC）が主催。34年の
歴史あるサークルです。中高年の方を
対象にプロが基本から指導します。運
動不足やストレス解消、健康増進に。未
経験者も歓迎時6月28日㈬午後7時～
9時場三中体育館定5人（申込順）持ダ
ンスシューズ申武藤さん☎090（6316）
8543

この欄の情報の連絡・交渉は当事者間で。
市は関与しません。

　「半年前ネット広告で知ったエステ
サロンで痩身エステを契約し、代金
20万円を現金で一括払いしました。
しかし、最近ニュースで業者が倒産
し破産手続きに入ったことを知りまし
た。エステの有効期間は 1年間で、
半分しか受けていません。まだ受け
ていないエステの代金を返してほしい
です」という相談がありました。
　一般的に事業者が倒産し、破産手
続きが開始された場合、事業者の資
産は破産管財人（弁護士）の管理下
に置かれます。消費者は「債権者届」
を破産管財人に提出することで債権
者名簿に登録され、残った資産から
の配当を待つことになります。しかし、
税金や従業員の給料等に未払いがあ

る場合、それらの支払いが優先され
るため、現実の配当はほとんど期待
できません。被害の回復は難しいの
が現状です。
　なお、クレジットカードの分割払い
を利用した場合は、カード会社に「支
払いの停止」書面を提出し、請求を
いったん保留にしてもらいます。しか
し、事業者からの返金が望めない場
合はカード会社から請求が再開され
る場合もあるため注意が必要です。
　エステに限らず英会話や学習塾な
ど、サービスの提供が完了する前に
事業者が倒産することがあります。
消費者として無理なく利用できる範
囲で、購入回数や金額を慎重に検討
してから契約しましょう。

エステサロンの倒産 第189回消費者の　　目

慎重に検討してから契約を

消費生活相談 ☎（528）6810ひとりで悩まず、まず電話！

9 立川市役所 （〒190-8666）立川市泉町1156-9  ☎（523）2111（代表）  Fax（521）2653

凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 年年会費 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から
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