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■問先＝消費者センター　　                               ☎3880-5385
　　　　 相談専用（平日、午前９時～午後４時４５分）　☎3880-5380

トラブルに遭わないための4つの注意点

　業者は勧誘に先立って会社名や氏名、
勧誘目的であることを告げなければな
りません。安価であっても、不審に思っ
た場合、まずは消費者センターにご相談
ください。

　「○○さんの家もうちが工事しました」
などと言って勧誘することがあります。
実際には工事をしていない場合がある
ので、安心してはいけません。

　悪質な業者は家の屋根を撮ったという
写真を見せて、「放置していると大変なこ
とになる」と言って不安をあおり、数百万
円もの高額な修理工事を勧めることがあ
ります。自宅を建てた業者など、複数の
業者から見積りを取るようにしましょう。

　契約後工事が始まっていた場合でも、
８日間以内ならクーリング・オフが可能
です。期間を過ぎていても、クーリン
グ・オフや解約ができる場合があるの
で、ご相談ください。

注意1 まずは消費者センターに相談 注意2 知人の名前が出てもうのみにしない

注意4 クーリング・オフ制度の利用注意3 複数の業者から見積りを取る

「悪質な」住宅リフォーム工事の訪問販売にご注意！「悪質な」住宅リフォーム工事の訪問販売にご注意！「悪質な」住宅リフォーム工事の訪問販売にご注意！「悪質な」住宅リフォーム工事の訪問販売にご注意！
　突然家に訪問した業者が、住宅リフォームについて
しつこく勧誘し、当日中の契約を迫って高額な工事契約
を結ばせる以下のような事例が発生しています。
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いかがでしょう ◯百万円ですね。
でも、今日契約したら
△十万円に安くしますよ

無料でしたら… そんなお金
ありません

ローンも組めます。
塗装だけならもっと
お安く！ しつこいなあ

今日契約してもらえないと
会社にもどれません

 仕方
ないか

暮らし・まちづくりは、
5面からの続きです

都市計画の案の縦覧
（決定前の案の公表）
�風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律の改正に伴
う都市計画の変更

▷東京都市計画地区計画の変更
■内容等＝▷舎人四丁目地区地区
計画…舎人三～五丁目各地内　▷
竹ノ塚駅西口地区地区計画…西竹
の塚一・二丁目各地内　▷高野地
区地区計画…江北一丁目、扇二丁
目各地内　▷花畑北部地区地区計
画…花畑一・二・六・七丁目、南
花畑五丁目各地内　▷新田地区地
区計画…新田二・三丁目各地内　
▷六町地区地区計画…西加平一・
二丁目、東保木間一丁目、一ツ家
二丁目、南花畑一・二丁目、保塚
町、六町一～四丁目各地内　▷上
沼田南地区地区計画…江北三～五
丁目各地内　▷西新井駅西口周辺
地区地区計画…梅田五～八丁目、
関原三丁目、西新井栄町一・二丁
目各地内　▷保塚町地区地区計画
…保塚町、保木間一丁目、東保木
間一丁目、東六月町、平野三丁目
各地内　▷中川一丁目南地区地区
計画…中川一丁目地内　▷足立北
部地域舎人・古千谷本町地区地区
計画…入谷一丁目、古千谷本町一
～四丁目、舎人一～三・五丁目、
西伊興四丁目、東伊興二丁目各地
内　▷江北駅周辺地区地区計画…
扇三丁目、江北一・二・四・五丁
目、西新井本町二丁目各地内　▷
千住三丁目地区地区計画…千住二

～四丁目各地内　▷江北三・四丁
目地区地区計画…江北三・四丁目
各地内　▷千住大橋駅周辺地区地
区計画…千住河原町、千住桜木一
丁目、千住関屋町、千住橋戸町、
千住緑町一～三丁目各地内　▷千
住旭町地区地区計画…千住旭町、
日ノ出町各地内　▷花畑五丁目地
区地区計画…花畑三～六丁目各地
内
▷�東京都市計画防災街区整備地区
計画の変更
■内容等＝▷足立一・二・三・四
丁目地区防災街区整備地区計画…
足立一～四丁目各地内　▷関原一
丁目地区防災街区整備地区計画…
関原一・二丁目各地内　▷西新井
駅西口周辺地区防災街区整備地区
計画…梅田五～七丁目、関原二・
三丁目、西新井栄町一・二丁目各
地内　▷千住仲町地区防災街区整
備地区計画…千住仲町地内
▷�東京都市計画沿道地区計画の変
更
■内容等＝▷国道4号Ａ地区（日
光街道）沿道地区計画…足立一・
四丁目、梅島一・二丁目、梅田一・
二・七丁目、島根一・二丁目、竹
の塚三・四丁目、中央本町一・五
丁目、西保木間一丁目、東六月町、
平野一・二丁目、保木間一～三丁
目、六月一丁目各地内　▷足立区
環状七号線Ｂ地区沿道地区計画…
栗原三丁目、西新井一・六・七丁
目、西新井栄町二・三丁目、西新
井本町一・二丁目各地内　▷足立
区環状七号線Ｃ地区沿道地区計画
…平野一丁目、一ツ家一・三・四
丁目、西加平一・二丁目、中央本
町五丁目、青井五・六丁目、加平
一～三丁目、谷中二～四丁目、大
谷田一・三・四丁目、東和四・五
丁目、中川四丁目各地内　▷足立

区環状七号線Ｄ地区沿道地区計画
…江北三・五～七丁目、鹿浜一～
四丁目、新田一・二丁目、椿一・
二丁目、堀之内二丁目各地内
そのほかの都市計画の変更

▷東京都市計画地区計画の変更
■内容等＝▷足立北部地域西伊興
地区地区計画…伊興二・四・五丁
目、伊興本町一・二丁目、古千谷
一丁目、古千谷本町一・二丁目、
西新井四丁目、西伊興一～四丁目、
西伊興町各地内
▷東京都市計画公園の変更
■内容等＝▷東京都市計画公園の
変更…伊興五丁目地内
▷�川口都市計画汚物処理場の変更
（廃止）
■内容等＝▷川口都市計画汚物処
理場の変更（廃止）…鹿浜二丁目
地内

――いずれも――
■公告日＝5月6日㈮■縦覧・意
見書提出期間＝5月6日～20日■
縦覧場所＝区・都市計画係　※区
のホームページでも閲覧可■意見
書提出先・問先＝▷区決定･･･区・
都市計画係� ☎3880-5280
▷川口市決定･･･市・環境施設課
� ☎048-228-5383

防音工事の助成
■対象＝国道4号線・環状七号線
沿道の建築物■内容＝防音サッシ
への改修工事などの費用を助成　
※工事着手前に申請手続きが必
要。申し込み方法など、くわしく
はお問い合わせください。■申・
問先＝▷対象の確認…区・建設リ
サイクル担当� ☎3880-5952
■問先＝▷国道4号線沿道の助成
内容…国土交通省関東地方整備局
東京国道事務所計画課
� ☎3512-9098
▷環状七号線の助成内容…都・建
設局道路管理部�管理課
� ☎5320-5279

住宅専門相談
建築士による住まいの相談
■日時＝毎月第2水曜日、午後2
時～4時　※10月を除く■対象＝
区内在住の方■内容＝住宅の新
築、建て替え、リフォームなど
�マンション管理士による分譲マ
ンション相談
■日時＝毎月第3水曜日、午後2
時～4時　※10月を除く■対象＝
区内分譲マンション居住者■内容
＝分譲マンションの維持管理、管
理組合の運営、大規模修繕など

――いずれも――
■定員＝2人（先着順）■申込＝
相談希望日の前日までに電話また
は住所、氏名、相談内容をファク
ス■場・申・問先＝住宅課�住宅
計画係
☎3880-5963� 3880-5605

第4回ギャラクシティ　
ピアノマラソンコンサート
出演者募集
■日時＝8月28日㈰、午前10時～
午後6時■場所＝西新井文化ホー
ル■内容＝スタインウェイ社製の
グランドピアノで演奏　※管弦楽
や合唱との編成も可。出演時間は
1組5分以内■定員＝80組（抽選）
■費用＝500円■申込＝住所、氏
名、年齢、電話番号、演奏時間、曲
目、作曲者名、共演者がいる場合に
は共演者の氏名・年齢、演奏形態、

「ピアノマラソン」を往復ハガキで
送付　※返信面にも宛名を記入■
期限＝5月31日㈫必着■申・問先
＝ギャラクシティ　〒123-0842
栗原1-3-1� ☎5242-8161

■調査地域＝次の地域の一部…千住東／千住緑町／栗原／辰沼／西新井本町／西保木間／東保木間／保木間／
谷中／六月■調査方法＝４月下旬から調査員が調査票を配布し、後日回収■問先＝衛生管理係� ☎3880-5891

国民生活基礎調査に
ご協力をお願いします

システムメンテナンスのため、5月9日㈪、6月７日㈫は、
コンビニでの証明書発行サービスが午後９時で終了
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ol.20出演者・運営スタッフ
募集説明会
■日時＝5月17日㈫、午後7時開
始■場所＝竹の塚地域学習セン
ター■内容＝12月10日㈯・11日
㈰に竹の塚地域学習センターで開
催される、踊り・ダンス・楽器演
奏などで構成される舞台の出演者
および運営スタッフを募集　※月
1回程度の実行委員会（6月～11
月の第4週を予定）への参加が必
要■申込＝不要　※当日直接会場
へ■問先＝文化団体支援係
� ☎3880-5986

講座「身近にDVがあったと
き何ができる？」
■日時＝5月31日㈫、午前10時～
正午■場所＝エル・ソフィア■対
象＝区内在住・在勤・在学の女性■
内容＝モラルハラスメントとはど
のようなものか、加害者・被害者の
心理や周囲が心がけるべきことを
学ぶ■定員＝30人（4月26日から
先着順）　※保育あり（要予約、6
カ月～就学前の子ども、先着10
人）■申込＝電話または区のホー
ムページから専用フォームに入力
または住所、氏名（フリガナ）、年
齢、電話・ファクス番号、保育希望
の有無（希望の場合は子どもの氏
名〈フリガナ〉・年齢）、「5月31日
講座」をファクス■申・問先＝男女
参画プラザ
☎3880-5222� 3880-0133

分譲マンション管理組合に
アドバイザーを派遣
■対象＝区内分譲マンション管理
組合■内容＝マンション管理士が
管理組合に出張し、分譲マンショ
ンの維持管理・大規模修繕などの
助言を行う■申込＝派遣希望日の
2週間前までに申込書を提出　※
申込書は住宅課�住宅計画係で配
布するほか、区のホームページか
らもダウンロード可■申・問先＝
住宅計画係� ☎3880-5963

キャンプの達人になろう
■日時＝5月29日㈰、午前10時
～午後4時■場所＝宮城ゆうゆう
公園■対象＝中学生以上の方■内
容＝テント設営、炊事、安全管理
などを学ぶ　※20歳以上の方の
み宮城ゆうゆう公園少年キャンプ
場の利用に必要な修了証を取得可
（3年更新制）■定員＝20人（4月
26日から先着順）■費用＝500円
（材料費）■申込＝電話■申・問先
＝青少年事業係� ☎3880-5275

講座「トールペイントで�
空き缶をミニプランターに」
■日時＝5月19日㈭、午前10時～
正午■対象＝区内在住・在勤・在学
の方■内容＝トールペイントで自
由に絵を描き、空き缶をミニプラ
ンターに変身させる■定員＝10
人（抽選）■費用＝300円■申込＝
電話・窓口または住所、氏名（フリ
ガナ）、電話番号、「トールペイン
ト」をファクス・ハガキで送付■期
限＝5月12日㈭必着■場・申・問先
＝あだち再生館（月曜日、祝日休
館）　〒120-0011中央本町2-9-1
☎3880-9800� 3880-9801

足立吹奏楽団第26回スプリングコンサート
■日時＝5月22日㈰、午後2時開
演　※午後1時30分開場■場所＝
草加市文化会館（草加市松江1-1-
5）■内容＝林紀人氏、酒井達哉氏
の指揮による、2016年度全日本
吹奏楽コンクール課題曲より／
I
イッツ
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orld「夢と魔法
のディズニーミュージック」など
の演奏　※申し込み方法など、く
わしくはホームページをご覧にな
るか、お問い合わせください。■定
員＝1,198人（先着順）■費用＝

陶芸体験教室
■日時＝5月21日㈯、午前10時～11
時30分／午後1時～2時30分■場
所＝都市農業公園内工房棟■対象
＝区内在住・在勤・在学の方■内容
＝自由作品を1人1点作る　※作品
の引き渡しは7月中旬以降■定員＝

文化芸術の展示「美
び ゆ う

遊展」
■日時等＝表1■場所＝区役所1
階区民ロビー■申込＝不要　※当
日直接会場へ■問先＝文化団体支
援係� ☎3880-5986

表1　美遊展日時等
日時等 内容

5/17㈫〜22㈰、午前10時〜午後5時 展示（手芸）

5/18㈬〜20㈮、午前11時開始
体験教室
（ハワイアンリボンレイ〈18日のみ〉、
ファブリックステンシル〈19日のみ〉、
アメリカンフラワー〈20日のみ〉）

5/23㈪〜27㈮、午前10時〜午後5時
※華道は24日㈫から。さつきは26日㈭、正午まで 展示（華道、俳句、盆景、さつき）

5/24㈫〜26㈭　▷盆景…午前10時〜午後5時／
5/26㈭　�▷茶道・さつき…午前11時開始�

▷華道…午後1時開始
体験教室（盆景、茶道、さつき、華道）

※22日㈰・27日㈮は午後3時まで。体験教室は材料がなくなり次第終了

郷土博物館の催し（5月分）
郷土芸能鑑賞会
■日程＝5日㈷■内容＝お囃

はや

子
し

や
太鼓など、足立区郷土芸能保存会
による演奏披露
映画会
■日程＝14日㈯■内容＝「金山の
有屋番楽」／「京都・静原町の烏帽
子儀」の上映

――いずれも――
※無料公開日■時間＝午前11時
～正午■申込＝不要　※当日直接
会場へ■場・問先＝郷土博物館
� ☎3620-9393

スポーツを学び、楽しみ、�
体験する「あだちスポ＋学」
■日時＝5月22日㈰、午後2時～4
時30分■場所＝総合スポーツセ
ンター■対象＝小学5年生～中学
生または保護者■内容＝知って得
する貧血予防セミナー／EXILE��
TRIBEなどのアーティスト育成やラ
イブサポートを担当するTAKUMA
が教えるわくわくダンス教室（保
護者の参加不可）■定員＝100人（4
月26日から先着順）■申込＝電話ま
たは区のホームページから専用
フォームに入力■申・問先＝お問い
合わせコールあだち（毎日、午前8時
～午後8時）� ☎3880-0039

東京足立少年少女合唱団定期演奏会
■日時＝5月15日㈰、午後2時開
演　※午後1時30分開場■場所＝
区役所庁舎ホール■内容＝合唱の
コンサート（川のうた／夏は来ぬ
／花のメルヘンほか）■申込＝不
要　※当日直接会場へ■問先＝文
化団体支援係� ☎3880-5986

エンタメ インフォ
足立

絵本d
で

eクラシック　「ブレーメンの音楽隊」
■日時＝7月31日㈰、午前11時開演　※午前10時30分開場■場
所＝西新井文化ホール■内容＝岡村明美（朗読）、トラベル・ブラス・
クインテット、青山政憲（作曲・ピアノ）による子ども向けのクラ
シックコンサート■定員＝902人（4月27日から先着順）■費用＝
1,500円　※友の会会員は1,000円。中学生以下の方は500円。2
歳以下の子どもは保護者と同じ席に座る場合は無料。全席指定■
申込＝ホームページ（http://galaxcity.jp/）または窓口■申先＝
ギャラクシティ、地域学習センターなど■問先＝ギャラクシティ　
〒123-0842栗原1-3-1� ☎5242-8161

東京下町写真展
■日時＝5月18日㈬～20日㈮、午
前10時～午後5時■場所＝東京芸
術センター1・2階（千住1-4-1）■内
容＝明治から現代までの東京の下
町を撮影した懐かしの写真を展示
■申込＝不要　※当日直接会場へ
�特別企画�映画「キューポラのある
街」（吉永小百合ほか出演）無料招待
■日時＝5月18日㈬～20日㈮　
※各日3回上映（午後1時／午後4
時／午後7時）■場所＝東京芸術
センター2階（千住1-4-1）■対象
＝区内在住の方■定員＝各日20
人（抽選）■申込＝住所、氏名、電�
話番号、希望日・人数（2人まで）、
「キューポラのある街」をハガキで
送付■期限＝5月2日㈪消印有効

――いずれも――
■申・問先＝東京芸術センター応
募事務局　〒163-1408新宿区西
新宿3-20-2東京オペラシティタ
ワー8階� ☎0570-010-161

各16人（抽選）■費用＝500円（材料
費）■申込＝全員の住所、氏名（フリ
ガナ）、年齢、電話番号、希望時間、「5
月21日陶芸体験教室」を往復ハガ
キで送付　※返信面にも宛名を記
入。1通2人まで。重複申し込み不可
■期限＝5月9日㈪必着■申・問先
＝障がい福祉センターあしすと社
会リハビリテーション室　〒121-
0816梅島3-31-19� ☎5681-0131

官  公 庁
東京都子育て支援員
研修の受講者募集

■対象＝区内在住・在勤の方
■内容＝保育や子育て支援分
野の事業に必要な知識や技術
などを有する「子育て支援員」
の養成研修■期限＝5月9日㈪　
※日時や申し込み方法など、
くわしくはホームページをご
覧になるか、お問い合わせく
ださい。■申・問先＝東京都
福祉保健財団人材養成部福祉
人材養成室� ☎3344-8533
http://www.fukushizaidan.
jp/111kosodateshien/

800円　※高校生以下の方は500
円。全席自由■問先＝足立吹奏楽
団（渡邉）� ☎050-3709-7714
http://assui.main.jp/
文化団体支援係� ☎3880-5986

27年に皆さんから寄せられた温かい善意は、約2,157万円となり、国際救援、災害救護、献血などのために役立てられま
した。今年もご協力をお願いします。■問先＝地域調整課�管理係� ☎3880-5855

5月1日〜31日は、全国赤十字会員
（事業資金）募集の運動期間

■問先＝住民記録係
� ☎3880-5724

システムメンテナンスのため、5月9日㈪、6月７日㈫は、
コンビニでの証明書発行サービスが午後９時で終了
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