
男性よ! 少し肩の力を
抜こうよ!おるご～る

男女共同参画
わこうプラン推進委員だより わこうプラン推進委員

大河内 茂美人権文化課　☎424-9088

　わこうプラン推進委員の仕事をする
ようになってから、新聞の読む記事も微
妙に変わりました。男女や家族・家庭に
関する社会経済の動きやこれらを巡る
事件やトラブルや、“人生相談”の類も、目
を通しています。ドラマとは違って、実
在の人の家庭や人生の話。以前は“鍵穴”
を通しての、のぞき見感覚から、今は一
緒に考えるようになっています。そして、
回答者の答えぶりを興味深く読みます。
　相談は、あまちゃんではないが“じぇ
じぇじぇ!”という程の深刻な問題、相談
者本人にとっては重大かも知れないが
第三者からすると取るに足らない問題、
解決が無理な問題、解決が見込まれる
問題とか、様々。相談内容のジャンルも、
様々です。ある新聞の最近の3か月では、

「男と女」に関する相談が最も多く、その
次に「家族・友人」「心とからだ」「学校・職

場」「お金」の順だとか。
　いろいろな相談を通して、昔の家長
制度時代そのままの感覚をもっている

「夫」や「舅姑」に悲鳴をあげている「妻」
や「嫁」の姿が浮かび上がって来ます。一
方で、仕事上のストレスのハケ口として、
周りの女性や家族に理不尽に当り散ら
している困った男性の姿も見受けられ
ます。最近、「夫源病」というコトバをテレ
ビで知りました。この病気は、妻が夫の
言動などが原因でなる病気とのこと。そ
んなコトバの出現に愕然としました。
　ここまで来ると男の一員として、責任
を感じてしまいます。これも、男性の過
剰な責任（意識）の背負い過ぎや固執し
過ぎた男の美学（男らしさ）に因るもの
ではないかと思ってしまいます。世の男
性の皆さん、少し肩の力を抜いてみよう
ではありませんか。
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『男女共同参画苦情等処理窓口をご利用ください!』
「市の男女共同参画推進施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼす施策への苦
情」や「セクハラや男女共同参画を阻害する人権侵害の相談」をお受けします。

人権文化課 ☎424-9088

商品の送りつけ商法の
被害が急増しています!

消費生活相談（電話相談可）
月〜金曜日 10：00〜12：00、13：00〜16：00

問和光市消費生活センター（市民活動推進課）
 ☎424-9116 

　「注文いただいた健康食品を代
引きでお届けします。」注文した覚
えがないのにこんな電話を受けた
ことはありませんか。記憶があい
まいになりやすい高齢者を狙った
健康食品の送りつけ商法の被害が
急増しています。
相談例 知らない業者から「ご注文
の健康食品の準備ができたので送
ります。」と電話があった。注文して
いないと断ると、「注文時の録音を証
拠に裁判するぞ」と脅し、代金引換配
達で送るので支払えと強い口調で
迫られた。家族に商品が届いても払
わないよう話したが、誤って家族が
支払ってしまった。返金してほしい。
アドバイス 相談者が簡易書留ハ
ガキで「契約していないが念のた
めにクーリング・オフする。早く返
金と商品の回収をして欲しい。」と
通知したところ、業者は返金を約

束をしたものの約束の日になって
も返金しません。消費生活センタ
ーが約束どおり返金するよう繰り
返し交渉した結果、やっと返金さ
せることができました。
　電話をかけてくる業者は、住所や
年齢等を把握していて、住所を答
えなくても送ってきます。テレビの
CMでよく知られている商品名や業
者名を使って混同させたり、断ると
脅迫まがいの言葉で無理やり承諾
させようとする業者がいますが、承
諾すると契約したことになるので注
意が必要です。いったん払ってしま
うと返金させることが困難なだけ
でなく、業者のカモにされ二次被害
に遭うおそれもありますので、「覚え
がない」ときっぱり断り、商品が届い
たら業者名をメモして受け取り拒
否をしてください。困ったときは消
費生活センターにご相談ください。

消費者の

窓

募 集
●わこう絵手紙会
第1・3水曜日13：00〜15：00／中央公民館／
入会金千円、1回千円／講師：植木啓子／吉
田☎090-2816-1687
●論語って?
第3金曜日10：00〜11：30／総合福祉会館／
月千円／山崎☎461-5720、藤田☎464-7627
●英語（ベイビーイングリッシュタイム）
火曜日10：00〜11：00／坂下公民館／月3.5
千円／2歳以上の幼児／外国人講師、無料体
験あり／千本（せんぼん）☎090-9398-9395
●歌謡教室杉の子会
毎月3回土曜日10：00〜12：00／中央公民館
／入会金2千円、月4千円／初心者歓迎／伊
藤☎463-1628
●ソフトバレーボール（とまとチーム）
金 曜日15：00〜17：00／ 中 央 公 民 館 ／ 月
250円 ／ 高 校 生 以 上 一 般 男 女 ／ 佐 藤 ☎
462-8820
●ソフトモダンダンス
毎月1回月曜日10：00〜12：00／南公民館／
トゥシューズを履かない創作ダンス。スト
レッチから。／長坂☎466-2754（午後）
●南クロワッサン
第4木曜日10：00〜14：00／南公民館／入会
金千円、月6百円／一緒にパンを作りましょ
う／漆原☎466-1338
●初心者も楽しめる卓球「健卓連」
月4回月曜日9：00〜12：00／坂下公民館／入
会金千円、年1.5千円／コーチ指導希望者要
別費／足立☎466-3903
●書道研究　誠光会
第2・4木 曜 日10：00〜12：00／ 南 公 民 館
／1回5百 円 ／ 書 道 道 具 持 参 ／ 栗 原 ☎
080-5178-5210
●ドンマイズ（還暦野球）
日曜日15：00〜17：00／秋ヶ瀬公園（荒川
河 川 敷 ）／ 月千 円 ／60歳 以 上 ／ 中 村 ☎
090-4139-7860

伝言板 掲載は秘書広報課 ☎424-9091までみんなの

●もじ文字書き方クラブ
木曜日15：00〜17：00／牛房コミセン／月
2.5千円／年長さん〜大人まで親子で文字
を学ぶ／加藤☎460-2777
●スペイン語サークル（初級・中級）
月曜日9：30〜10：30（初級）10：45〜12：00（中
級）／月4千円／テキストが新しくなるこの
機会にぜひ。見学可／荒木☎461-6252
●和光映像クラブ
第1木曜日16：00〜19：00／和光シーアイハ
イツ集会棟／年会費3千円／素人のビデオ
作品の勉強会／平野☎465-8224
●太極拳クラブ希望（太極拳&ストレッチ・ヨガ）
木曜日19：00〜21：00／月3千円／中央公民
館／見学・体験無料／ふわ☎462-0687
●卓球「サンデーボール」
月4回日曜日13：00〜17：15／坂下公民館／
年会費1.5千円／大笹☎464-8880
●太極拳クラブ朝陽（ひので）
金曜日13：15〜15：00／月3千円／総合福祉
会館／見学・体験無料／渡邊☎465-7342
●書道とペン習字
第1・3日曜日9：30〜11：30／本町地域セン
ター／小中大学生も大かんげい／村山☎
466-7928、小林☎466-1373
●書道とペン習字
第1・2・4木曜日13：00〜15：00／中央公民館
／日常文字と基本。男性の参加歓迎／河野
☎201-3711、野呂☎461-1081
●ベビーマッサージ（妊婦さんも可）
勤労青少年ホーム・個別訪問／詳細はHPを
ご覧ください。http：//members.jcom.home.
ne.jp/koala-apple/23-a-t-index.html／長島

koala-apple@jcom.home.ne.jp
●太極拳をはじめませんか（YAMATO）
月曜日9：00〜10：30（昇級・昇段クラス）10：
30〜12：00（一般）／総合体育館／月千円／
伊東☎465-3049
●詩吟（和光教場）
月曜日13：00〜15：00／向山地域センター／
無料体験あり／筆記用具／田中☎461-1935

催 し
●埼玉県行政書士会 朝霞支部 無料相談会
9月7日（土）9：00〜12：00／本町地域センタ
ー／無料／相続・遺言、各種許認可、法人設
立等／波澄（はすみ）☎462-2666
●和墨会水墨展
9月8日（日）〜15日（日）9：00〜21：00（最終
日は15：00まで）／中央公民館／二階堂☎
461-1370
●相続市民入門教室・相続ってなんだろう?
9月13日（金）13：30〜15：30／にいざほっ
とぷらざ ／1回500円（ テキ スト代 ）／ 遺
族がモメない遺 言のポイント／ 松島☎
080-3431-6033（9：00〜17：00）
●詩吟体験教室（全2回）
9月13日・27日（金）10：00〜12：00／中央公民
館／無料／歌謡や唱歌と組合せて楽、歌の
小冊子進呈!／中村☎481-0396
●松井利世子バイオリンリサイタル
9月16日（月・祝）14：30〜16：30／志木ふれあ
いプラザ／1.8千円／グリーク：バイオリン
ソナタ第2番ト長調 他／志木音楽鑑賞会☎
471-1473、梅本☎090-7704-4141
●～彼岸花をもとめて
　新倉さんぽ～第九回「わこう日和」
9月20日（金）9：30〜12：00（雨天中止）／和光
市駅南口清水かつら歌碑（時計塔）の前／飲
み物持参、軽装で参加／和光歴史散歩の会
　千野☎464-3736、鍵和田☎465-4188
●オペラ彩設立30年記念公演
　オペラ「マクベス」
9月22日（日）、23日（月・祝）13：15開場、14：00
開演／サンアゼリア／全席指定S席1万円、A
席8千円、B席7千円、C席5千円、学生券3.5千
円、特別学生券（高校生まで）2千円／（特）オ
ペラ彩事務局　和田☎201-3121
●東京メトロ検車区見学会
▼小学生／9月16日（月・祝）／低学年は保
護者同伴／▼一般（中学生以上）／9月23日

（月・祝）／各日10：00〜11：45／検車区正門
前9：45集合／先着30名／無料／氏名・住
所・電話番号・小学生は学年を記入しFAXで
申込み／NPO法人和光まちづくりNPOセン
ター主催／友國☎・FAX467-0688

●認知症の理解とケア－和光病院公開講座－
9月26日（木）14：00〜16：00（13：30開場）／成
増地域センター（アクトホール）／テーマ：
今日から始める認知症予防／講師：和光病
院 院長 今井幸充／無料／和光病院医療福
祉相談室☎450-3311
●宅建オープンセミナー
9月26日（木）13：00から／朝霞市民会館／県
警による暴力団排除に向けた取組、消費税
増税前の住宅購入重要ポイント／（公社）埼
玉県宅建協会県南支部☎468-1717
●ロータリークラブ
　朝粥付き早朝ウォーキング
9月27日（金）7：00〜8：00（6：30から受
付）／和光樹林公園休憩舎／無料／先
着50名に朝粥を用意／当日申込みも可
／事務局☎465-0088、FAX467-3342（10：
00〜16：00 火・土日祝を除く）
●電話の受け手養成講座（全13回）
9月28日（土）13：30〜16：00／朝霞市産業
文 化センター／有料／子ども専用電話
の受け手ボランティア／NPO法人さいた
まチャイルドライン事 務 局☎486-7171、
070-5564-3190（9：00〜17：00）
●アジアの留学生支援のためのバザー
9月29日（日）13：00〜15：00／志木聖母教会
／ボランティアも募集／主催：アジアの留
学生と交流する会／八代☎476-3376
●市民公開セミナ－「ストップ!脳卒中」―
　 “呂律が回らず手がしびれ”
　これはともかく救急車
10月5日（土）10：00〜12：30（9：30開場）／目
白大学メディカルスタッフ研修センター

（国立埼玉病院キャンパス）／150名程度／
千円、学生3百円／講演：丸木親先生（越谷市
立病院副院長）、劇など／申込み・問合せ　
目白大学メディカルスタッフ研修センター
☎260-7001 musc-nintei@mejiro.ac.jp
●和光市ソフトボール連盟秋季オープン大会
10月27日（日）9：00〜17：00／総合体育館
／ 女 子5名 以 上 ／1チ ー ム 千 円 ／10月12
日（土）までに申込み。10月19日（土）13：00
から中央公民館で代表者会議／茂木☎
090-8584-7197、田中☎090-6545-1838
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トピックスわこう市からの
お知らせ！！

●駅出張所 ☎ 4�7-244�・2447　業務時間／日〜土曜日 8:30 〜 17:15
　（取扱い業務：戸籍関係証明書の発行、住民票・印鑑登録証明書の発行、市税の納入等）
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