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オレンジの
看板が
目印です!

●多重債務や高金利でお困りの方は、「クレジット・サラ金相談」も
　常時開設していますので、ぜひご相談ください。

相談は秘密厳守・無料です。
早めの相談が解決の近道です。

相談専用電話

受 付 時 間

受 付 場 所

月～金　午前9時～午後4時まで
台東区役所９階　4番窓口

（03）５２４６-１１３３
台東区消費者相談コーナー

クリーニング店選びのポイント

くらしに役立つ講座を開催します！

  今年で36回を数える消費生活展は、安全で豊かなくらしを守
るために、広く区民の皆さんに消費生活の情報提供を行ってい
るものです。同時に区内の消費者団体が中心となって、日頃の活
動や研究の成果を発表します。今年は、38団体が協力団体とし
て参加し、くらしに役立つ身近な情報が満載です。また、姉妹都
市の宮崎県大崎市や友好都市の福島県会津美里町が物産品の
販売を行います。
　実演コーナーも役立つ講演や、簡単に製作できる手作り品、民
話やフラダンスなど親子で参加できる催しもございます。お誘い
合わせの上ご来場ください！

◆ご来場は公共交通をご利用ください。
　お車でのご来場はご遠慮ください。
◆マイバックをお持ちください。
◆常時、手話通訳者が待機しています。
◆ペットボトルキャップの回収をしていますので、水で洗ってお持ちください。

台東区消費生活展のおしらせ

10月14日（金）・15日（土）
　　14日　午前10時～午後4時
　　15日　午前10時～午後3時30分

台東区役所10階

私たちのくらし　見直してみませんか
　　　　　　　できることから一歩ずつ

第36回

と　き

ところ

テーマ

お問い合わせ　くらしの相談課消費者担当　☎（5246）1144

　衣服は洗濯すれば、形状や風合い色合いなどが少なからず、変化します。繊維やクリーニングに詳しい店を

選びましょう。また、店のカウンターでチェックを丁寧にして、クリーニング法などアドバイスしてくれる店を

選びましょう。また、店選びの目安は、以下のマークです。

親子で一緒に遊びながら、「おもちゃ」の話を聞きませんか？昨年好評だった講座を、今年も開催します！

11月21日（月）
午前11時00分～12時00分

日本堤子ども家庭支援センター
「にこにこひろば」 

日本堤子ども家庭支援センター
電話（5824）2535

10月27日（木）から
申込みを受付けます

11月21日（月）から
申込みを受付けます

11月26日（土）から
申込みを受付けます

区内在住の
0歳から3歳までのお子さんと
その保護者の方
25組50名

区内在住の
0歳から3歳までのお子さんと
その保護者の方
30組60名

区内在住の
0歳から3歳までのお子さんと
その保護者の方
25組50名

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」 

　田村　元　氏（田村遊元堂）

台東子ども家庭支援センター
「わくわくひろば」

寿子ども家庭支援センター
電話（3841）4631 

台東子ども家庭支援センター
電話（3834）4577

12月5日（月）
午前10時45分～11時45分

12月19日（月）
午後1時30分～2時30分日時

場所

講師

対象

定員

申込み先

申込み
開始日

Sマーク

厚生労働省大臣が認可した「ク
リーニング業の標準営業約款」に
基づいて営業している店です。

クリちゃん
マーク

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉
県、群馬県のクリーニング生活
衛生同業組合の加盟店である
マーク。

LDマーク

全国クリーニング生活衛生同業組
合連合会の会員である47都道府
県クリーニング生活衛生同業組合
に加盟している店です。



「くらしのちえ」は古紙配合の再生紙を使用しています。 （3）（2）

クリーニングに出す前に知っておきたいこと

消費生活展会場にて小学校
4年生～6年生と中学生の応
募者全員の作品を展示し、
一般投票を行います。

（標語の応募は締め切りました）

くらしに役立つ情報がいっぱい！！～団体展示～
食

北浅草わかば会

新日本婦人の会台東支部

台東区婦人団体協議会

東京都米穀小売商業組合台東支部

農林水産省関東農政局東京農政事務所

台東保健所生活衛生課食品衛生担当

販売

販売

販売

消費者団体

消費者団体

消費者団体

くらしあれこれ
すてっぷ

くらしの相談課消費者相談コーナー

くらしの相談課行政相談コーナー

健康課

台東保健所保健サービス課保健指導担当

台東保健所生活衛生課環境衛生担当

台東地区人権擁護委員会

（公社）台東区シルバー人材センター

台東区商店街連合会

台東区伝統工芸振興会

選挙管理委員会

台東区芸術文化財団

台東区社会福祉事業団

（財）台東区産業振興事業団（産業研修センター）

東京都計量検定所

下谷薬剤師会

ヒィヤリング（磁気）ループ勉強会

環境
台東リサイクルネットワーク

つくし生活学校

台東区らくらく環境実践ネット

みどりの会

コープとうきょう台東区コープ会

環境課

清掃リサイクル課・台東清掃事務所

販売 消費者団体

販売 消費者団体

販売 消費者団体

消費者団体

消費者団体

販売

販売

物産販売
姉妹都市　宮城県大崎市/美里町

友好都市　福島県会津美里町

NPO法人つなぐ台東たいとう第3福祉作業所

販売

販売

販売

安全
危機・災害対策課

（独）製品評価技術基盤機構（NITE）

（財）関東電気保安協会電気出張相談コーナー

東京ガス（株）東部支店＆東京ガスライフバル台東

（株）バンダイプロダクト保証部

消費者団体

印のブースでは、物産販売を行っています。

参加してみましょう！！～実演コーナー～

革工芸教室〈研修室〉＆革のお手入れ実演
（財）台東区産業振興事業団（産業研修センター） 販売

10:30～
11:30

11:45～
12:45

13:00～
14:00

14:15～
14:45

15:00～
16:00

ころばぬ先の健康体操

昔話、紙芝居、区内四方山話　等

食育とは／
災害時における米屋の対応

お風呂の幸せレシピ
～お風呂で元気 ！ 快適入浴術～

フォーションで帽子作り

楽しい
お話

役立つ
お話

役立つ
お話

14日（金）
10:00～
11:00
11:00～
11:30
11:45～
12:00
12:15～
12:45
13:00～
14:00
14:00～
14:30
14:45～
15:15

アクリル毛糸でたわし作り　

革のお手入れ実演コーナー

かっぽれ　

フラダンス

ハンカチで巾着袋作り
※参加費200円

フラダンス

童謡

みんなで踊ろう！

みんなで踊ろう！

15日（土） 子どもの消費者啓発の
ための標語を展示します

子どもたちの
作品をぜひ
ご覧ください。

　夏物衣服を保管する前に、汚れを落とすことは重要です。まずは衣服をクリーニング業者に洗ってもらう

か、家で手洗いするのか決めましょう。業者に依頼するときは下記の点に注意しましょう。

Ⅱ クリーニング店の受取カウンターで ：受取りは何カ月も放置しないこと
①依頼した衣服（点数も含めて）が間違っていないか確認
②シミ・汚れがきちんと取れたか、店頭で確認
③受け取っていない衣服の預かり証は返さないように注意

夏物衣服は、汗汚れが大部分なので、ランドリー（水洗い）が適切です。しかし、繊維によってはドライク
リーニングしかできないものがあります。ドライクリーニングでは、汗汚れはとれませんので、汗のよう
な水分汚れがとれるウェットクリーニング（ドライクリーニングの一種）を選びましょう。クリーニング方
法の特徴をクリーニング店に聞き、適切な方法を選びましょう。特に夏物に多い白い衣服は黄ばみや
すいので、依頼するときはクリーニング店に相談しましょう。
店と消費者が、相談して適切な方法を選ぶのが、トラブル回避の方法です。

Ⅰ クリーニングを依頼する前のチェック

Ⅲ 自宅に持ち帰って ：受け取って6カ月以上たつと、賠償請求ができなくなります
①シミ、色落ち、汚れ、キズなどないか確認
②依頼したシミがとれているか確認

Ⅳ 保管 ：クリーニング店のビニールカバーを外して、風を通してから収納しましょう

破れている、穴があいて
いる、ホツレが生じてい
るかなど、調べる。

1
シミや汚れを点検。ある場
合、糸印などを付けておく。
受付の際に、シミ抜きなどを
依頼する。シ
ミの原因が
わかったら、
店に伝える。

2
ボタンをチェック。外れ
そうなときは、しっかり
付けておく。特殊なボタ
ンはなく
ならない
ように取
り外す。

3
ポケットを確認。何か
入っている場合は取り除
く。

4

スーツやアンサンブルは
一緒に出す。一緒に出さ
ないと、クリーニングに
よる退色で微妙に色合
いが違ってしまい、セット
ものと見えなくなる可能
性がある。

5
衣服の品質表示や取扱
絵表示を確認。

6
預かり証を受け取る。仕
上がり日、衣服の点数を
確認。

7
形見の品、記念品などを
出すときは、申し出る。

8

チェ
ック！！

チェック！！チェック！！

チ
ェッ

ク！！

ポリエステル100％ ○○クリーニング
預かり証検針済

日本製

03-0000-0000

ドライ

30

手洗イ

中

・染色の性質上、多少の
色落ちがありますので、
他の物と分けて洗って下
さい。
・素材の特色上、多少縮
むことがあります。

記念品
なの
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オレンジの
看板が
目印です!

●多重債務や高金利でお困りの方は、「クレジット・サラ金相談」も
　常時開設していますので、ぜひご相談ください。

相談は秘密厳守・無料です。
早めの相談が解決の近道です。

相談専用電話

受 付 時 間

受 付 場 所

月～金　午前9時～午後4時まで
台東区役所９階　4番窓口

（03）５２４６-１１３３
台東区消費者相談コーナー

クリーニング店選びのポイント

くらしに役立つ講座を開催します！

  今年で36回を数える消費生活展は、安全で豊かなくらしを守
るために、広く区民の皆さんに消費生活の情報提供を行ってい
るものです。同時に区内の消費者団体が中心となって、日頃の活
動や研究の成果を発表します。今年は、38団体が協力団体とし
て参加し、くらしに役立つ身近な情報が満載です。また、姉妹都
市の宮崎県大崎市や友好都市の福島県会津美里町が物産品の
販売を行います。
　実演コーナーも役立つ講演や、簡単に製作できる手作り品、民
話やフラダンスなど親子で参加できる催しもございます。お誘い
合わせの上ご来場ください！

◆ご来場は公共交通をご利用ください。
　お車でのご来場はご遠慮ください。
◆マイバックをお持ちください。
◆常時、手話通訳者が待機しています。
◆ペットボトルキャップの回収をしていますので、水で洗ってお持ちください。

台東区消費生活展のおしらせ

10月14日（金）・15日（土）
　　14日　午前10時～午後4時
　　15日　午前10時～午後3時30分

台東区役所10階

私たちのくらし　見直してみませんか
　　　　　　　できることから一歩ずつ

第36回

と　き

ところ

テーマ

お問い合わせ　くらしの相談課消費者担当　☎（5246）1144

　衣服は洗濯すれば、形状や風合い色合いなどが少なからず、変化します。繊維やクリーニングに詳しい店を

選びましょう。また、店のカウンターでチェックを丁寧にして、クリーニング法などアドバイスしてくれる店を

選びましょう。また、店選びの目安は、以下のマークです。

親子で一緒に遊びながら、「おもちゃ」の話を聞きませんか？昨年好評だった講座を、今年も開催します！

11月21日（月）
午前11時00分～12時00分

日本堤子ども家庭支援センター
「にこにこひろば」 

日本堤子ども家庭支援センター
電話（5824）2535

10月27日（木）から
申込みを受付けます

11月21日（月）から
申込みを受付けます

11月26日（土）から
申込みを受付けます

区内在住の
0歳から3歳までのお子さんと
その保護者の方
25組50名

区内在住の
0歳から3歳までのお子さんと
その保護者の方
30組60名

区内在住の
0歳から3歳までのお子さんと
その保護者の方
25組50名

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」 

　田村　元　氏（田村遊元堂）

台東子ども家庭支援センター
「わくわくひろば」

寿子ども家庭支援センター
電話（3841）4631 

台東子ども家庭支援センター
電話（3834）4577

12月5日（月）
午前10時45分～11時45分

12月19日（月）
午後1時30分～2時30分日時

場所

講師

対象

定員

申込み先

申込み
開始日

Sマーク

厚生労働省大臣が認可した「ク
リーニング業の標準営業約款」に
基づいて営業している店です。

クリちゃん
マーク

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉
県、群馬県のクリーニング生活
衛生同業組合の加盟店である
マーク。

LDマーク

全国クリーニング生活衛生同業組
合連合会の会員である47都道府
県クリーニング生活衛生同業組合
に加盟している店です。


