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樫市政へのご要望・ご意見はこちらへ
◎ご意見箱設置場所
　市役所１階屋内ひろば、上の原・ひばりが丘・
滝山の各連絡所
◎エコーテレホン・エコーファクス
　緯４７２・１１３１
◎ホームページのご意見箱　
https://www.city.higashikurume.lg.jp/goiken/ssl_form/index.html

11月24日（振替休日）のごみ収集は
　１１月２４日は月曜日の休日ですが、通常通り該当地区についてごみの収集を行い
ますlごみ対策課緯４７３・２１１７（粗大ごみの申し込みは緯４７３・２１１８）
　※電話番号をお確かめの上、お掛け願います。

26.　11.　15

【 主 な 問 い 合わせ先】（市外局番は042【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】（市外局番は042））

【表記の凡例】　a日時　b場所 　c内容　e対象・資格　f定員　d講師
　g費用　h持ち物　iご注意　jその他　k申し込み　l問い合わせ

人口と世帯＜平成２６年１１月１日現在＞　人口１１６,４６９人（うち外国人１,６６２人）／前月比１６増
男５７,１８０人／前月比６増　女５９,２８９人／前月比１０増　世帯数５２,２０９／前月比２３増

○東久留米市役所　緯４７０・７７７７（代）（受付は平日の午前８時半～午後５時）
　▽ごみ対策課　緯４７３・２１１７　（粗大ごみの申し込みは緯４７３・２１１８）
　▽健康課　保健サービス係緯４７７・００２２、　予防係緯４７７・００３０
　　　　　　特定健診係緯４７７・００１３
○わくわく健康プラザ（わくわく健康プラザ施設の貸し出し）緯４７７・１１１５
○中央図書館　緯４７５・４６４６（月曜～木曜日が午前１０時～午後８時。土曜・日曜日、祝

日が午後５時まで。休館日は金曜日、第３火曜日、年末年始、特別整理休館日）
○生涯学習センター　緯４７３・７８１１（午前９時～午後１０時。休館日は第４月曜日と年末年始）
○スポーツセンター　緯４７０・７９００（平日が午前９時～午後１１時。土曜・日

曜日、祝日が午後９時半まで）
○市民プラザ　緯４７０・７８１３　▽西部　緯４７１・７２１０、南部　緯４５１・２０２１、
　東部　緯４７０・８０２０の各地域センター
　《関係機関の電話番号》
▼東久留米消防署　　　　緯４７１・０１１９　▼田無警察署　　　　緯４６７・０１１０
▼東京都水道局多摩お客さまセンター　緯０５７０・０９１・１０１／緯０４２・５４８・５１１０
▼シルバー人材センター　緯４７５・０７３８　▼社会福祉協議会　　緯４７１・０２９４
▼多摩六都科学館　　　　緯４６９・６１００　▼柳泉園組合　　　　緯４７０・１５５５
▼多摩小平保健所　　　　緯４５０・３１１１

３〜４カ月児健診・産婦健診
　a１１月２０日（木）午後０時半～１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２６
年７月１日～７月２４日生まれの乳児k
当日直接会場へl健康課保健サービス
係緯４７７・００２２
ＢＣＧ予防接種
　a１１月２６日（水）午後１時４０分～２
時４０分受け付けbわくわく健康プラザ
e２６年６月１日～６月３０日生まれの乳
児（生後６カ月以上～１歳になる誕生
日の前日の未接種の乳児も接種できま
す）k当日直接会場へl健康課予防係
緯４７７・００３０
３歳児健診
　a１１月２７日（木）午後０時半～１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２３
年１０月２９日～１１月１３日生まれの幼児k
当日直接会場へl健康課保健サービス
係緯４７７・００２２
２歳児歯科健診
　a１２月３日（水）午前９時１５分～１０
時１５分受け付けbわくわく健康プラザ
c歯科健診、ブラッシングなどe２４年
１１月生まれの幼児k当日直接会場へl
健康課保健サービス係緯４７７・００２２
１歳６カ月児健診
　a１２月４日（木）午後０時半～１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２５
年５月１４日～６月４日生まれの幼児k
当日直接会場へl健康課保健サービス
係緯４７７・００２２
子ども相談
　a１２月１０日（水）午前９時半～午後
３時bわくわく健康プラザcお子さん
の成長や発達、言葉、接し方、育児疲
れなどの相談を心理相談員が受けます

e幼児とその保護者kl電話で健康
課保健サービス係緯４７７・００２２へ
健康づくり推進部会
東くるめのやさい博士になろう！
　東久留米で取れた野菜を使って、簡
単ケーキを作ります。旬の野菜を食べ
たり、クイズに答えて「やさい博士」
になりましょう。
　a１２月６日（土）午前９時４５分～正
午bわくわく健康プラザ１階調理実習
室e小学生とその保護者。小学４年生
以上は子どもだけの参加も可（確認事
項あり）f先着４０人g無料hエプロン、
三角巾、タオル、筆記用具、飲み物
kl１２月２日（火）までに、電話で健
康課保健サービス係緯４７７・００２２へ
成人用肺炎球菌予防接種
　１０月から、成人用肺炎球菌の定期予
防接種を実施しています。
　a２７年３月３１日（火）までe今年度は
市内在住の次の方が対象です①２６年度
中に６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、
９０歳、９５歳、１００歳、１０１歳以上となる方
＝接種方法などは、１０月上旬に送付し
た個別通知をご確認ください②２６年度
中に６０歳〜６４歳になる方で、心臓、腎臓、
呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活
が極度に制限される身体障害者手帳１
級程度の障害を有する方、ヒト免疫不
全ウイルスにより免疫の機能に日常生
活がほとんど不可能な身体障害者手帳
１級程度の障害を有する方（身体障害
者手帳の写しが必要）＝健康課予防係
緯４７７・００３０へ問い合わせてください
③対象者で他市から転入した方、通知
が届かない方＝同係へ問い合わせてく
ださいj接種方法などの詳細は市ホー
ムページをご覧くださいl同係
「都ウイルス性肝炎重症化予防推
進事業」が始まりました
　次の方に検査費用を助成します。

燃 や せ な い ご み
　週１回、袋で収集します。
［月曜日］　学園町、ひばりが丘団地、
　中央町、南沢
［火曜日］　前沢、南町、滝山
［水曜日］　下里、柳窪、八幡町、弥生
［木曜日］　氷川台、本町、小山、幸町、
　野火止
［金曜日］　上の原、神宝町、金山町、
　大門町、東本町、新川町、浅間町

燃 や せ る ご み
　週２回、西部地区と東部地区に分け
て収集します。
［月曜日・木曜日］　本町二丁目、小山、
　幸町、前沢、南町、滝山、下里、柳窪、
　野火止、八幡町、弥生
［火曜日・金曜日］　上の原、神宝町、
　金山町、氷川台、大門町、東本町、
　新川町、浅間町、学園町、ひばりが丘
　団地、本町一・三・四丁目、中央町、
　南沢

　　紙　　　　　　類　　
　週１回、回収します。
［木曜日］　浅間町、学園町、ひばりが丘
　団地、南沢
［金曜日］　前沢、南町、滝山、下里二・
　三丁目、弥生
［水曜日］　上記以外の地域

資 源 ご み
　★容器包装プラスチック…週１回、
「燃やせないごみ」を出す日の前日（学
園町、ひばりが丘団地、中央町、南沢は
金曜日）、地域ごとの指定日に回収
　★びん・缶・ペットボトル…週１回程度、
地域ごとの指定日に回収
　★古布…「燃やせるごみの日」に出し
てください（雨天の場合は次回に）

　①４月１日以降に市区町村または都
保健所が実施した肝炎ウイルス検査を
受け、結果が陽性であった方の初回精
密検査②肝炎ウイルスによる慢性肝
炎・肝硬変・肝がんで療養中の方のう
ち、住民税非課税世帯に属する方の定
期検査。①②のいずれも、保険診療の
自己負担分を助成します。
　費用請求書などは、①の方は肝炎ウ
イルス検査を受けた市区町村または都
保健所から送付。②の方は、都福祉保健
局ホームページまたは東京都肝臓専門
医療機関から取得できます。
　l都福祉保健局疾病対策課緯０３・
５３２０・４４７１
若さを保つ！元気食教室
〜老化予防・低栄養予防のために〜
　元気の出る食べ方のコツを栄養士が
お伝えします。
　a全２回（２日間通して参加できる
方に限ります）。①１２月８日（月）午前
１０時～午後０時半（会食あり）②１２月

２２日（月）午前１０時～正午b東部地域
センター会議室２c老化予防の食事や
簡単で栄養のある料理方法についての
講義です。会食を通して参加者との楽
しい交流などを行います。なお、調理
実習はありませんe市内在住の６５歳以
上で老化予防の食事について学びたい
方。「１日２回の食事」などの食生活で
疲れやすい方。体重が減ってきている
方。なお、糖尿病・脂質異常症・高尿
酸血症などで、医師から食事制限の指
示がある方は参加できませんf先着１０
人g６７０円（教室１日目の会食代）j今
回は主に東部地域（上の原、金山町、
神宝町、氷川台、大門町、小山、東本
町、新川町、浅間町）在住の方が対象
ですkl１１月１７日（月）午前９時から
電話で介護福祉課地域ケア係緯４７０・
７７７７（内線２５０２、２５５７）へ

休日・夜間診休日・夜間診療療 必ず保険証をご持参ください

休日診療所（日曜日と祝日、午前９時～正午と午後１時～４時半）
 【内科・小児科】救急診療に限ります（薬の処方も最低限の日数となります）
　１１月１６日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　１１月２３日
＝わくわく健康プラザ内休日医科診療所（滝山４－３－１４、緯４７３・３６６３）

　１１月２４日＝福山内科クリニック（新川町１－９－２２、緯４７０・９１７７）
　１１月３０日＝たかはしクリニック（本町２－３－４、緯４７９・１８００）
【歯科】
　１１月１６日・２３日・２４日・３０日
　　＝わくわく健康プラザ内休日歯科診療所（滝山４－３－１４、緯４７４・５１５２）
夜間診療医療機関（診療科目・時間等については当日事前にご確認ください）
　１１月１６日・２４日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　１１月２３日・３０日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
平日準夜間小児初期救急診療
　月曜・水曜・金曜日（午後７時半〜１０時２０分）
　　＝佐々総合病院（西東京市田無町４－２４－１５、緯４６１・１５３５）
　月曜〜金曜日（午後７時半〜１０時半）
　　＝多摩北部医療センター（東村山市青葉町１－７－１、緯０４２・３９６・３８１１）
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　☆おはなしの日＝a１９日（水）午後
３時半～４時e幼児～小学生d水曜お
はなし会k当日受け付け
　☆すくすく広場＝a２５日（火）午前
１０時半～１１時半cわらべ歌や子育ての
お話e０歳児とその保護者f先着１５組
d原悠子氏k１１月１８日（火）午前１０時
から受け付け（電話可）
　☆親子で体を動かそう＝a１２月１日
（月）午前１０時半～１１時半e１歳～４
歳児とその保護者f２０組d健康運動実
施指導者の戸田まゆみ氏h水分補給用
の飲み物j動きやすい服装で。ひばり
保育園との共催k１１月２４日（休）午前
１０時から受け付け（電話可）
　☆クリスマス会＝a１２月１４日（日）
午後２時～３時半c小学生による出し
物やゲームなどe小学生f出演者、一
般合わせて先着１５０人j出演者受け付
け中k１１月１９日（水）午後３時半から、
参加整理券（無料）を配布（電話不可・
本人かきょうだいのみ受け付け可）
 

 

　赤ちゃんを連れて遊びに来てくださ
い（月曜～土曜日、午前１０時～午後４
時半）。育児相談も受けます。
　☆手作り布おもちゃの会＝a１１月１８
日、１２月２日いずれも火曜日の午前１０
時～正午c布でおもちゃを作りますe
乳幼児とその保護者h裁縫箱・はさみ
i保育はありませんk前日までに同セ
ンターへ
　☆なかよし広場＝１１月２１日（金）午
前１０時～１１時半b第十小学校cお子さ
んと遊びながら、気軽に育児の情報交
換をしたり、ボランティアと一緒に遊
びましょうe０歳～５歳児とその保護
者hスリッパk当日直接会場へ徒歩か
自転車で来場を
　☆わくわく赤ちゃん広場「はいはい
の会」＝a２６日（水）午前１０時～１１時
半e６カ月～１２カ月児とその保護者h
バスタオルj保育あり（先着３人。予
約制）k当日直接会場へ
 

　☆なかよし広場＝ab１１月１８日が
第一小学校、２５日が第六小学校で。いず
れも火曜日、午前１０時～１１時半c気軽
に育児の情報交換をしたり、ボランテ
ィアと一緒に遊びましょうe０歳～５
歳児とその保護者hスリッパk当日直
接会場へ徒歩か自転車で来場を
　☆休館日のお知らせ＝１１月２０日（木）
は、館内整備のため休館します。
 

地域資料展「東久留米のぞきめが
ね地図編〜地図で見る東久留米」
　a１１月２２日（土）～３０日（日）午前

子ども家庭
支援センター（ ）わくわく健康プラザ２階

電話４７１・０９１０

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

１０時～午後５時b中央図書館視聴覚ホ
ールc図書館の資料や郷土資料室所蔵
の写真で明治から現在に至る東久留米
市の変遷をご覧くださいg無料k当日
直接会場へl中央図書館緯４７５・４６４６
講演会「地図のできるまで」
　a１１月２６日（水）午後２時～４時b
中央図書館視聴覚ホールc地形図はど
のように作成するのかなどd国土地理
院基本図課の小室勝也氏g無料k当日
直接会場へl中央図書館緯４７５・４６４６
大人のためのおはなし会
　おはなし会ボランティアと図書館職
員が、大人のために、おはなし会を開
催します。普段なかなか聞けない、少
し長いお話などもあります。ぜひ、童
心に返って楽しいひとときをお過ごし
ください。
　a１１月２６日（水）午前１０時～正午b
東部地域センター１階講習室g無料i
小さなお子さんはご遠慮くださいj車
での来場はご遠慮くださいk当日直接
会場へl東部図書館緯４７０・８０２２
 

第51回市民バドミントン大会
～市バドミントン連盟主催
　a１２月７日（日）午前９時半から
（９時集合）bスポーツセンターc種
目は男女別ダブルス・個人戦。▼カテ
ゴリー　１部＝オープン（市内外問わ
ず希望者）、２部＝本大会３部１位、２
位経験者、本大会過去３年１部未入賞
者または４５歳以上、３部＝本大会３部
１位、２位の入賞者が含まれない組ま
たは５０歳以上、初心者の部＝競技経験
が２年以下またはそれ相応のレベルと
認められた者（高校生を除く）e市内
在住・在勤・在学・在クラブで高校生
以上　※１部を除く。g連盟登録者１
人１,０００円、連盟非登録者１人１,５００円
kl１１月２３日（祝）までに（必着）、はが
きに氏名・住所・電話番号・生年月日・在
クラブの場合はクラブ名・出場希望カ
テゴリーを記入の上、〒２０３－００３３、滝
山５－１－２、大会事務局ガット張り
のお店プレンティ宛て郵送、または電
子メール（higashikurume_bad@yahoo. 
co.jp）で送信を
 

生涯学習センター　
おしゃれな洋風新年飾りを作ろう
　和と洋がおしゃれに融合した「洋風
しめ飾り」を作りましょう。
　a１２月１４日（日）午後２時～３時半b
生涯学習センター創作室e２０歳以上の
方f先着１５人d手づくり雑貨Ribonの
中山のり子氏g２,０００円（材料費含む）
h筆記用具、ピンセット、はさみ、カ
ッター、作品を持ち帰る袋、エプロン
kl１１月１７日（月）午前１０時から電話
または直接同センター緯４７３・７８１１へ

高齢者に対する
インフルエンザ予防接種
　予防接種法に基づきインフルエンザ
予防接種（本人負担あり）を実施します。
ただし、接種を受けることは義務では
ありません。本人が希望する場合に限
り接種を行います。年齢・住所が確認
できる健康保険証などを持参の上、実
施医療機関で配布する説明書を読んで
から、接種してください。
　a実施期間は、医療機関の休診日を
除く２７年１月３１日（土）まで。　※効果
の面からは年内に接種すべきと考えら
れています。b市内の実施医療機関は、
広報１０月１５日号または市ホームページ
をご覧ください。　※近隣市（小平市・
東村山市・清瀬市・西東京市）に限り、
協定により市内の医療機関と同様に取
り扱います（１２月２７日〈土〉まで。た
だし、西東京市は２７年１月３１日〈土〉
まで）。近隣市で接種を受ける際は、東
久留米市の予診票を必ず持参してくだ
さい。予診票は、市内の実施医療機関、
市役所１階総合案内、上の原・ひばり
が丘・滝山の各連絡所、健康課予防係
（わくわく健康プラザ内）で配布中e
市内在住で、接種日に①６５歳以上の方
②６０歳以上６５歳未満で、心臓・腎臓・
呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活
が極度に制限される身体障害者手帳１
級程度の障害がある方、ヒト免疫不全
ウイルスにより免疫の機能に日常生活
がほとんど不可能な身体障害者手帳１
級程度の障害を有する方（身体障害者
手帳の写しが必要）g２,２００円（１人１
回のみ）。　※接種の際、生活保護受給
者は同受給証明書の提出を、中国残留
邦人等支援給付受給者は同本人確認証
を提示いただくと無料になります。l
健康課予防係緯４７７・００３０
 

幼児には保護者の同伴をお願いします。
行事の詳細は各児童館へ問い合わせを。
 

　☆おはなし会＝ae１１月１８日・２５日
のいずれも火曜日、午後３時半からが
幼児、４時からが小学生c絵本の読み
聞かせなど
　☆幼児のつどい＝ace２０日（木）
午前１０時半～１１時半が「お買いもの遊
び」。３・４歳児。２７日（木）午前１０時
半～１１時半が「西武鉄道によるイベン
ト、電車ごっこなど」。２歳～４歳児
　☆スマイル講座＝a２６日（水）午前
１０時半からが説明会、１２月１日・８日・
１５日・２２日のいずれも月曜日、午前１０
時～正午c母親同士による子育ての話
し合いe説明会を含む全５回に参加で
きる幼児とその保護者f１０組d原悠子
氏k受け付け中（電話不可）
　☆粘土教室＝a１１月３０日（日）午前

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

１０時～１１時半c松ぼっくりに雪だるま
e小学生f１５人d小林みゆき氏k１１月
１６日（日）午前９時から受け付け
　☆臨時閉館のお知らせ＝２３日（祝）は、
西部地域センターの定期電気点検のた
め閉館します
 

　☆のびのびぐんぐん＝a１１月１８日
（火）午前１０時半～１１時c新聞遊び、
体操、歌などe１歳児
　☆工作の日＝a１９日（水）・２０日（木）
午後２時からcキャンドル作りe小・
中学生hキャンドルを持ち帰る袋k当
日午後４時まで受け付け
　☆幼児のつどい＝ac２０日が「クリ
スマス工作」、２７日が「クリスマス会の
練習①」。１２月１１日のクリスマス会に向
けて練習します。いずれも木曜日、午
前１０時半～１１時半e幼児
　☆ビーズキーホルダー工作＝a２２日
（土）午後１時半からe４歳児（保護
者同伴）～中学生f１００人d丸実会
　☆クリスマス会＝a１２月１３日（土）
午後１時半～３時半cマジックやダン
スなど（小学生向け）e４歳児（保護
者同伴）～中学生f２００人k１１月２２日
（土）午前９時から、参加整理券（無
料）を配布。整理券のない方も当日入
場できます
　☆臨時閉館のお知らせ＝１２月１３日
（土）午前中は、クリスマス会準備の
ため閉館します
 

　☆おはなしの日＝a１１月１８日（火）午
前１１時～１１時２５分c絵本の読み聞かせ
や手遊びe幼児dみくりおはなしの会
　☆卓球大会＝a１９日（水）午後３時
半からe小学生k当日受け付け
　☆赤ちゃんひろば＝ac①１９日が
「親子のコミュニケーションワークと
ティータイム」。講師は炭田契恵子氏。
飲み物持参②２６日が「ベビーマッサー
ジ」。講師は渡辺直子氏。バスタオル・
オムツ・飲み物（母乳可）持参。いず
れも水曜日の午前１０時半～１１時半e０
歳児とその保護者f各先着２５組g①は
無料②は２００円（オイル代。当日集金）k
①は当日受け付け②は１９日（水）午前
９時から受け付け（電話可）
　☆幼児のつどい＝ace２０日が「ク
リスマス工作と１１月の誕生日会」。２歳
～４歳児。２７日が「クリスマス会の練
習と１１月＆１２月の誕生日会」。１歳児。
いずれも木曜日、午前１０時半から
　☆お母さんと絵本＝a２５日（火）午
前１０時４５分～１１時１５分c絵本の読み聞
かせや素話、手遊びなどe幼児j協力
は東部図書館
 

　☆ぴよぴよママの会＝a１１月１９日
（水）午前１０時～１１時半c助産師によ
る体重測定、育児相談などe０歳児と
その保護者j保育あり（定員３人。１
週間前～前日に申し込みを）

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

１２
土金木水火月日

６６５４３２１

１１３３１２１１１０９８７７

２２００１９１８１７１６１５１１４４

２２７７２６２５２４２２３３２２２２１１

３１３０２９２２８８

１１
土金木水火月日

１１

８８７６５４３３２２

１１５５１４１３１２１１１０９９

２２２２２１２０１９１８１７１１６６

２２９９２８２７２６２５２２４４２２３３　
３　３００

　東久留米市在住の紙工作作家ごとうけい氏
（Kei Craft）の作品が大集合！体長２mを超
えるキリン、今にも歩き出しそうなペンギン、
乗り物や昔懐かしい家電など、紙でできてい
るとは思えない精巧な作品の数々をお楽しみ
ください。
　a１１月２２日（土）～１２月７日（日）午前９

時半～午後５時（最終入館
は４時）　 ※１１月２５日（火）、
１２月１日（月）は休館日g
入館券＝ 大人５００円、小人
（４歳児～高校生）２００円
j６０歳以上の方対象の割引
キャンペーン（平日限定）
を実施中です。１２月２６日
（金）までl同館☎４６９・
６１００

多摩六都科学館
ごとうけいの紙工作ミュージアム

ごとうけい氏と
キリンの作品
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kl１１月１７日（月）～１２月８日（月）に
電話（４７２・００６１）または直接、同セン
ター（火曜日休館）へ
 

東久留米市ファミリー・サポート・
センター事業説明会
　利用者、協力者合同の説明会です。
　ab①１１月２０日（木）午前１０時から、
わくわく健康プラザ社協会議室②１２月
１２日（金）午前１０時から、生涯学習セン
ター集会学習室５h入会希望者（保護
者）の顔写真j保育あり（土曜・日曜日
を除く３日前までに要予約）l同サポー
ト・センター事務局緯４７５・３２９４
多様な働き方セミナー
〜パートタイマーの日頃の疑問に
答えます（セミナー＆相談会）〜
　パートタイム労働者向けの、法律や活
用できる諸制度、契約更新・雇い止めな
どに関する講義、相談会を行います。
　ac①１１月２０日（木）午後２時～４時
がセミナー（パートタイムで働く人のた
めの法律）②１１月２６日（水）午後１時半
～３時半がセミナー（給与明細書の読み
方）③１１月２６日（水）午後３時半～４時
半が相談会b国分寺労政会館（国分寺市
南町３－２２－１０）４階第５会議室f６０人
d社会保険労務士の田島ひとみ氏g無
料kl東京都労働相談情報センター国
分寺事務所事業普及係緯０４２・３２３・８５１１
へ
東京都しごと財団
「シルバー体験講習」のお知らせ
　定年退職後の新しい働き方として、シ
ルバー人材センターの活動内容などを
紹介・体験実習する講習を開催します。
　a１２月１１日（木）午後０時１５分～４時
半b国分寺労政会館（国分寺市南町３－

ガ イ ド

２２－１０）cシルバー体験講習「家事援助
サービス～掃除道具を上手に使って効
率的にお掃除～」e原則６０歳以上でシル
バー人材センター未加入の市内在住の
方f２０人g無料j応募多数の場合は抽
選。当選者のみ通知k１１月２０日（木）ま
でに（必着）、はがきに開催日・講習名・
住所・氏名（フリガナ）・性別・生年月
日・年齢・電話番号を記入の上、〒１０２
－００７２、千代田区飯田橋３－１０－３、東
京しごとセンター８階、東京しごと財団
「シルバー講習担当」係宛て郵送、また
はファクス（０３・５２１１・２３２９）、電子メー
ル（sc_kousyu@shigotozaidan.or.jp）で
送信をl同財団緯０３・５２１１・２３２６または
同財団ホームページ（http://www.tokyo 
silver.jp）をご覧ください
自衛官を募集します
陸上自衛隊高等工科学校生徒（一般・推薦）
　e２６年４月１日現在、１５歳以上１７歳未
満の男子c試験日は、①一般が一次試験
２７年１月２４日（土）②推薦が２７年１月１０
日（土）～１２日（祝）の指定する一日k
①一般が２７年１月９日（金）、②推薦が
１２月５日（金）まで（必着）l自衛隊国
分寺募集案内所（東久留米市担当・小林）
緯０４２・３２４・１０１０
くるくるチャンネル
新たな入力サポートのお知らせ
　東久留米のふれあい情報サイト「くる
くるチャンネル」では登録団体の皆さん
に新たな入力サポートを行います。
　a２７年１月２２日～３月１９日の木曜日、
午前１０時～午後１時１５分（１団体１時間
半まで）b西部地域センター内事務局i
毎月第２・第４火曜日に市役所１階屋内
ひろばで開催している出張サポートの
時間は、１１月から午前９時４５分～１１時半
に変わりましたklくるくるチャンネ
ル事務局緯４３９・６０３３または生活文化課
緯４７０・７７３８へ

 

多摩六都フェア
多摩北部５市美術家展（第27回圏
域美術家展）
　圏域５市（東久留米市、小平市、東村
山市、清瀬市、西東京市）を代表する著
名な美術家の展覧会です。最終日の１２月
５日（金）午前中には、「対話による美
術鑑賞」体験会を開催します。
　a１１月２８日（金）～１２月５日（金）午前
９時～午後５時　※１２月２日（火）は休
館。b西東京市南町スポーツ・文化交流
センターきらっと（西東京市南町５－６－
５）g無料j主催は多摩北部都市広域行
政圏協議会、企画運営は圏域美術家展実
行委員会l西東京市生活文化スポーツ
部文化振興課緯０４２・４３８・４０４０
ワンコインファミリーコンサート
〜クリスマスの贈り物〜
　a１２月６日（土）午後１時半～３時b
西部地域センターc第１部＝影絵と音
楽でおくる物語「手ぶくろを買いに」▼
第２部＝クリスマスコンサート。出演は
 葉  波  真  澄 ・今井万里子（マリンバ・打楽
は なみ ま すみ

器）、村木ゆかり（ピアノ）と影絵劇団「ハ
ーメルン」。主な曲目はバレエ音楽「く
るみ割り人形」「LET IT GO」「剣の舞」
ほかg５００円（３歳児以上）kl西部地
域センター緯４７１・７２１０
野火止用水ご当地グルメ・ゆるキ
ャラ®フェスティバルのご案内
　野火止用水流域９自治体のＰＲと地
域間交流を図るため、各市のご当地グル
メや特産品、ご当地キャラクターが集合
します。JR武蔵野線新座駅をスタート
して野火止用水～イベント会場を散策
するスタンプラリーも同時開催します。
　a１２月７日（日）午前１０時～午後３時

b新座市役所本庁舎前市民広場周辺f
先着７００人kスタンプラリーは午前９時
半から新座駅南口で受け付け開始l産
業振興課緯４７０・７７４３または新座市ホー
ムページ（http://www.city.niiza.lg.jp）
をご覧ください
再就職支援セミナー
〜私らしく働くための一歩をふみ
だすために〜
　女性のための再就職支援セミナーを
実施します。家庭と仕事の両立やブラン
クなど、就職前のさまざまな不安を解消
しませんか。再就職のための基本的な活
動基準や応募書類・面接の受け方などを
講師が分かりやすく解説します。
　a１２月１０日（水）午後１時半～４時半
（１時１５分から受け付け）b市役所７階
７０３会議室e再就職したい女性f先着４０
人（要予約）d株式会社CCファーム代
表の 大  嶽  圭  子 氏g無料kl産業振興課

おお たけ けい こ

緯４７０・７７４３へ
男女平等推進センター
シネマｄｅおしゃべり
上映映画「人生、いろどり」
　映画を鑑賞し、上映後おしゃべりをし
ます。
　a１２月１１日（木）午後６時半～９時、
１２日（金）午前１０時～午後０時半b男女
平等推進センター会議室c映画紹介＝
葉っぱが町を変えた！四国いち小さな
町で起こった〈奇跡〉の実話。徳島県の
山間に位置し、過疎地の 上  勝  町 。その町

かみ かつ ちょう

で料理を彩る　“つまもの”と呼ばれる
葉っぱビジネスが年商２億円以上を稼
ぎ出す程に成長。葉っぱビジネスを通し
て、再び生きがいを見つけていく女性た
ちの姿を描くヒューマンドラマ。 御  法  川 

み のり かわ

 修 監督。２０１３年。１１２分f各回先着２４人
おさむ

（要予約）g無料j１２月１２日（金）のみ
２歳～未就学児の保育あり（定員５人）。
１１月１７日（月）～１２月１日（月）に要予約

ます。かつて市内に軍事施設が存在し
た歴史的事実を後世に伝え、恒久の平
和を学ぶ場として指定しました。
　これで、市指定文化財は６６件となり
ました。東久留米市の歴史と文化を今
に伝える文化財は、市の貴重な宝です。
これからも大切に保護していきましょ
う。
　l郷土資料室緯４７２・００５１（日曜日
休室）
企画事業のご案内
　旧跡２件の市文化財指定に伴い、次
の通り企画事業を開催します。
①郷土資料室企画展示「東久留米にも
あった戦争」
　今回指定した旧跡２件の資料のほか、
郷土資料室所蔵の戦争に関する写真・
資料を展示します。
　a１１月１７日（月）～１２月１９日（金）
　午前９時～午後４時半（日曜日、１１
月２４日を除く）b郷土資料室g無料
②大円寺の防空壕見学と講演会
　市内の大円寺境内に残る防空壕を見
学し、戦争中に学童疎開を受け入れて
いたお話を聞きます。
　a１１月２３日（祝）午後２時からb大
円寺（小山２－１０）境内および大円寺
会館d大円寺住職で市文化財保護審議
会委員の寺本 亮  洞 氏g無料j駐車場

りょう どう

あり。雨天決行
③講演会「武蔵野の空襲と戦争遺跡」
と事例報告「東久留米の戦争遺跡」
　a１２月７日（日）午後２時からb市
民プラザホールd「武蔵野の空襲と戦
争遺跡を記録する会」副代表で法政大
学中学高等学校教諭の 牛  田  守  彦 氏、事

うし だ もり ひこ

例報告＝市文化財保護審議会委員の山

﨑 丈 氏g無料
たけし

　kl郷土資料室緯４７２・００５１（日曜
日休室）

　市では市文化財保護審議会の答申を
受け、９月１０日付で新たに次の２件を
市の文化財に指定しました。
　【旧跡第４号】武蔵野鉄道引き込み線
跡（学園町一丁目１番～二丁目１番他）
　昭和１９年に武蔵野鉄道（現西武池袋
線）東久留米駅から旧中島航空金属田
無製造所へ敷設された鉄道引き込み線
跡で、当時、中島飛行機武蔵製作所の
関連会社として軍用機エンジンを製造
していた同製造所への原材料の搬入を
目的に敷設されたものです。東久留米
駅から分岐された全長２．８４娃の側線で、
昭和２０年８月の終戦とともにその役割
を終えましたが、昭和３０年代までその
原形を保っていました。現在は築堤さ
れた道床や 切 

きり

 通 し、河川鉄橋のコンク
どお

リート台座などその一部が残っており、
特に、学園町一丁目１番の踏切近辺か
ら南側の大部分は市が公有地化し、遊
歩道「たての緑地」として整備してい
ます。
 

　【旧跡第５号】北多摩陸軍通信所跡
（前沢五丁目他）
　昭和８年から昭和２０年までに開設さ

▲

た
て
の
緑
地

れた海外無線の傍受を目的とする陸軍
の通信所で、現在の前沢五丁目他に位
置し、当初は１,５００坪の敷地に４５m自立
式鉄塔４基（逆L字型空中線）と受信
所が建設されていました。その後、２
回の増設により、昭和１９年には、敷地
面積１２万坪（空中線建設地の局部借地
を含む）、高速受信機・低速受信機など
５３台の受信機、千数百人の人員を要す
る海外無線傍受の中心的な施設となり、
数々の歴史に残る重要な通信の解読に
当たりました。戦後、敷地の大部分は
民間に譲渡され、現在、当時の施設は
現存していませんが、通信施設の受信
所や官舎のあった部分の区画はほぼそ
の形状をとどめています。また、今年
７月まで東側にある小金井街道には
「通信住宅」と呼ばれるバス停があり、
その存在の痕跡を残していました。
 

　新指定の旧跡は、どちらも全体の原
形が保全されている状態ではないこと
から、指定種別は範囲・面積などを特
定しない「旧跡」とし、指定は東久留
米市の所有地部分のみを対象としてい

北多摩陸軍通信所（米軍撮影空中
写真・昭和２２年・国土地理院）
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市指定文化財の新指定


