
 

東京都多摩消費生活センター 受講者募集のお知らせ 

 

 

 

 

 

  今年もあなたのミドルライフ・シニアライフを強力にサポートする講座を各種取り揃えました。今年の講座 

はズバリ、生活防衛…！？生活設計の講義を増やし、具体的な事例の紹介 や 実習 付きの講座 も取り入れて 

います。講師が皆さんの街にお伺いする『出前講座』や『出前寄席』の企画も是非、ご体験ください。 

 

１．開催期間・回数 

  平成２９年１０月４日から１２月５日までの期間中に１０回 

２．講義時間 

  各日１４時から１６時まで 

３．応募要件 

  都内在住、または在勤・在学の方 

４．会場 

  東京都多摩消費生活センター 教室Ⅰ・Ⅱ 

  立川市柴崎町２－１５－１９ 東京都北多摩北部建設事務所３階 

５．募集人数・受講料 

  各回１００名・受講料無料 

６．申込方法 

 （１）FAX：最終ページの「申込書」を使用してください。 

 （２）はがき：下記の①から⑧までの必要事項を記入してください。 

    ①希望講座番号、実施日（いくつでも）②住所  ③氏名（ふりがな） ④年代 

        ⑤電話番号（FAX・携帯） ⑥職業 ⑦応募動機 ⑧情報入手先 ✐はがき代金は６２円です。 

 （３）電子申請：ホームページ 東京くらしWEB 募集中の講座 検索 

  

          http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/koza/info.html 

  ✐お送りいただいた個人情報は、講座以外の目的には使用いたしません。 

７．申込期間 

  ９月２２日（金）（消印・受信有効） 

  ✐応募者多数の場合は抽選になります。 

  ✐募集人数に満たない場合、締切日以降も受付けます。 

８．受講の可否 

  受講の可否について、９月２８日（木）までに申込者全員に通知します。（対象：９月２２日まで申込分） 

９，申し込み・問合せ先 

 

  〒190-0023 立川市柴崎町２－１５－１９ 東京都北多摩北部建設事務所３階 

  東京都多摩消費生活センター TEL：０４２－５２２－５１１９ FAX：０４２－５２７－０７６４ 

 

知ってトクする暮らしの連続講座 
～老後を生き抜くための知恵～ 

http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/koza/info.html


 

 

 

 

講座開催時間 いずれの開催日も 14：00 ～ 16：00 です。 
番 

号 
開催日 テーマ 講 師 概 要 

1 
10/4 

（水） 

時代が変わる。社会が変わる。 

～私らしく生きるために、エン 

ディングノート！～ 

終活カウンセラー/ 

セカンドライフアドバイザー 

石崎 公子 氏 

今、なぜ終活が注目されるのでし

ょうか。社会が変わり、選択肢が

増えるばかりで、何を考えたらい

いのか難しい時代。私らしく生き

るために、エンディングノートを

使ってこれからのことを考えてみ

ましょう。 

2 
10/10 

（火） 

高齢期にかけての食生活と健康 

～食事と健康食品、サプリメン

トの関係～ 

首都大学東京大学院 

人間健康科学研究科 

教授 篠田 粧子  氏 

食事は健康の基本です！高齢期の
食事の望ましい摂り方について学
びます。最近、トクホや機能性表
示食品の話題が多いですね。あれ
も足りない、これも摂らなきゃと
不安になっていませんか？高齢期
の食事の基本的なポイントと、健
康食品やサプリメントの効果的な
摂り方について考えます。 

3 
10/17

（火） 

悪質商法、最近の手口 

～“ダマされない！”と思って

いるあなたこそ、危ない！！～ 

落語家 

立川 がじら 氏 

東京都消費者啓発員 

鈴木 伸子 氏 

依然として多い高齢者の消費者被

害。悪質事業者は消費者の不安や

心のスキを巧妙に狙っています。

出前講座と出前寄席（落語）で悪

質商法の事例を楽しく♪学習し、

被害を未然に防止しましょう！ 

4 
10/23

（月） 

シニアのための生活設計① 

≪攻める≫ 

～シニアのセカンドキャリア～ 
（人材コンサルティング事業） 

株式会社 ディアロゴス 

代表取締役 

神谷 敏康 氏 

貯蓄や資産が老後の備えとして足

りないと考える高齢者の割合が

57％で、就労を希望する高齢者の

割合が 72％となっている中（平成

28 年度高齢社会白書より）、自分

らしくシニアライフを過ごすため

に、どんな働き方や暮らし方があ

るのかを考えてみます。 

 

 

5 10/30

（月） 

シニアのための生活設計② 

≪守る≫ 

～社会保険・年金と税制度の話

～ 

ファイナンシャル・ 

プランナー/ 

社会保険労務士 

井戸 美枝 氏 

老後の預貯金や年金は大切な”虎

の子”です。相続税や贈与税など

の税制度、社会保険や年金のしく

みを知っておくのとおかないので

は、節約という点で大違いです。

自分のため、家族のために１円で

も多くお金を増やしましょう！ 

  各回 100名募集！応募者多数の場合は抽選、募集人数に満たない場合、締切日以降も受付けます。 

  詳細はお問合せください。 

 

 

 

があります 

簡単な 



番 

号 
開催日 テーマ 講 師 概 要 

６ 
11/８ 

（水） 

生前整理でスッキリ生きる！ 

～プロから学ぶやさしい生前整

理術～ 

一般社団法人 

生前整理普及協会 

生前整理アドバイザー 

認定指導員 

徳山 弘美  氏 

ついため込んでしまう本・写真・

物など、いざ整理しようと思って

もなかなか出来ないもの。家族の

ため、自分がこれからより良くス

ッキリした人生を前向きに生きて

いくために、プロから生前整理術

を学んでみませんか。 

７ 
11/15 

（水） 

遺言書はこう書こう！ 

～わかりやすい遺言書のポイン

トと書き方～ 

一般社団法人 

老活研究所 理事長 

弁護士 大竹 夏夫 氏 

遺言書はエンディングノートとは

違います。作成者の思いが綴られ

ていたとしても、有効なものでな

ければ意味がありません。有効な

遺言書の書き方のポイントを学

び、相続を”争族”にしないため

にはどうするべきかを考えます。 

８ 
11/20 

（月） 

地域で支える認知症 

～新オレンジプランと成年後見

人制度～ 

新潟医療福祉大学 

社会福祉学部 

社会福祉学科 

教授 吉田 輝美 氏 

認知症の歴史や原因、中核症状、

病院受診のタイミング、治療法、

予防などについて学びます。あわ

せて「新オレンジプラン（認知症

施策推進総合戦略）」と認知症の高

齢者を支える地域の取り組み事例

を紹介します。 

９ 
11/30 

（木） 

どうする？介護・入院 

どうなる？おひとりさまの終の

住みか 

ノンフィクション 

ライター 

中澤 まゆみ 氏 

介護や入院の費用、サポート制度、

相談窓口について学び、介護が必

要になった時、自宅と施設のどち

らを選んだらよいかを考えます。

更に自分がおひとりさまになった

時、終の住みかをどのように決め

たらよいのか事例を通じて学びま

す。 

10 
12/5 

（火） 

葬儀とお墓 

～安心して旅立つために～ 

第一生命経済研究所 

ライフデザイン研究本部 

主席研究員  

小谷 みどり 氏 

高齢社会の現在は、死を迎える社

会環境が大きく変化しており、葬

儀とお墓の考え方も多様化してい

ます。こうした中で、自分らしい

最期を迎えるための様々な選択肢

について学びます。最近報道で取

り上げられている「死後離婚」に

ついても考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ふりがな  

年 代     歳代 

氏  名 
 

住  所 

〒 

電話番号 
勤務先・自宅（どちらかに○） 

 
職  業 

 

その他の連絡先 
（FAX） 

（携帯） 

情報入手先 

（○をつけてください） 

広報東京都 ・ 東京くらしねっと 

チラシ（     で入手） ・ その他 

[応募の動機] 

 

ご希望の講座に○をつけてください。 

１ １０月 ４日（水）  ６ １１月 ８日（水）  

２ １０月１０日（火）  ７ １１月１５日（水）  

３ １０月１７日（火）  ８ １１月２０日（月）  

４ １０月２３日（月）  ９ １１月３０日（木）  

５ １０月３０日（月）  10 １２月 ５日（火）  

 

 
下記の事項を記入して、このページを送信してください。 

[立川]０４２－５２７－０７６４ 

知ってトクする暮らしの連続講座・申込書 

 

東京都多摩消費生活センター  教室Ⅰ・Ⅱ 
立川市柴崎町２－１５－１９（東京都北多摩北部建設事務所３階） 

ＴＥＬ 

０４２－５２２－５１１９ 

ＦＡＸ 

０４２－５２７－０７６４ 

✐多摩都市モノレール 

 立川南駅から徒歩８分 

✐ＪＲ立川駅南口から徒歩１０分 

 


