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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

26.　10.　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１０月１日現在＞　人口１１６,４５３人（うち外国人１,６３７人）／前月比８２減
男５７,１７４人／前月比２６減　女５９,２７９人／前月比５６減　世帯数５２,１８６／前月比８減

○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

子ども相談
　a１０月２２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お受けし
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
１歳６カ月児健診
　a１０月２３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３月２７日～４月１９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
ＢＣＧ予防接種
　a１０月２９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５月１日～５月３１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
３〜４カ月児健診・産婦健診
　a１０月３０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６月１２日～６月３０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
１１月のプレ・パパママクラス
　１１月１５日は土曜日の開催です。ご夫
婦そろって参加してみませんか。
　◎小児科医・助産師の話＝a４日
（火）午後０時半～４時
　◎プレママ・クッキング＝a１１日
（火）午前９時半～午後２時c妊娠中
の栄養やバランスの良い食事を調理し
ながら学びませんかg５００円（食材費）
　◎もく浴実習・妊婦疑似体験＝a１５
日（土）午後０時半～４時
　◎妊婦歯科健診＝a１８日（火）午後

１時１５分～３時c歯科健診とブラッシ
ングなど
　《共通事項》bわくわく健康プラザe
おおむね妊娠１６週以降の方とその夫f
先着２５組（応募者多数の場合は、初産
の方を優先）j４回で１コース。ただ
し１日のみの参加も可kl電話で健
康課保健サービス係緯４７７・００２２へ
お子さんの予防接種
①日本脳炎
　日本脳炎の積極的勧奨を控えていた
ことにより、接種機会を逃してしまっ
た方の特例措置として、２６年度は、次
の方を対象に勧奨を行うことになりま
した。
　e１７歳・１８歳（８年４月２日〜１０年
４月１日生まれ）の方＝第２期不足分
②麻しん、風しん
　麻しん（はしか）は感染力が極めて
強く、重症化する場合もあります。風
しんは今年に入り流行が継続していま
す。２６年度は、次の方を対象に勧奨を
行います。
　e▼第１期＝２５年４月１日～２６年３
月３１日生まれの方▼第２期＝２０年４月
２日～２１年４月１日生まれの方
　j①②のいずれも第１期分は誕生月
に、第２期分は一括して、それぞれ個
別に通知します。感染予防、免疫獲得
のために予防接種することをお勧めし
ます。なお、対象者で通知が届かない
場合は、健康課予防係緯４７７・００３０へ
問い合わせてくださいl同係
成人用肺炎球菌予防接種
　成人用肺炎球菌の定期予防接種が開
始されます。
　a１０月１５日（水）～２７年３月３１日（火）
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、個
別通知でお知らせします②２６年度中に
６０歳〜６４歳となる方で、心臓、腎臓、

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）

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＝健康課予
防係緯４７７・００３０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同課予防係
特定健診、後期高齢者健診を
受けていない方へ
　２０年度から、主に生活習慣病予防（メ
タボリックシンドロームの予防）のた
めの健診を６月～１０月に
実施しています。このた
び、まだ健診を受けてい
ない次に該当する方を対
象として、１１月に市内指
定医療機関で健診を実施
します。
　e①すでに市から受診券が送付され
たが、該当月に受診できなかった方（以
前送付された受診券は使用できません
ので、ご注意ください）②４月１日～
８月３１日の期間に、新たに東久留米市

国民健康保険に加入した方（４０歳～７４
歳の方）および後期高齢者医療被保険
者で他市から転入した方k１０月２４日
（金）までに、電話（４７７・００１３）ま
たはファクス（４７７・００３３）で健康課
特定健診係へ住所・氏名・生年月日・
電話番号をお知らせくださいl同係
乳がん検診無料クーポン券
の申込期限が迫っています
　７月下旬に対象者に発送した「働く
世代の女性支援のためのがん検診推進
事業」の乳がん検診無料クーポン券の
申込期限が迫っています。自身の健康
のため、この機会に申し込みください。
　e同推進事業対象者（乳がん）j詳
しくは同封の「ご案内」をご覧くださ
いk同封の申し込み用はがきに必要事
項を記入の上、①複十字病院は１１月４
日（火）②東京都予防医学協会（実施
場所＝わくわく健康プラザ）は１２月１
日（月）までに（必着）、健康課宛て郵
送を（切手代は自己負担）l同課特定
健診係緯４７７・００１３

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。

１０
土金木水火月日

４４３２１

１１１１１０９８７６５５

１１８８１７１６１５１４１１３３１１２２

２２５５２４２３２２２１２０１１９９

３１３０２９２８２７２２６６

１１
土金木水火月日

１１

８８７６５４３３２２

１１５５１４１３１２１１１０９９

２２２２２１２０１９１８１７１１６６

２２９９２８２７２６２５２２４４２２３３　
３　３００

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）
　１０月１９日・２６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）
【歯科】
　１０月１９日・２６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）
　１０月１９日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　１０月２６日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
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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　☆ひよこタイム＝ac２８日（火）午前
１０時半〜１１時が「絵本の読み聞かせ・わ
らべ歌など」、１１時〜１１時半が「親子の
触れ合いタイム」e０歳〜１歳児とそ
の保護者
　☆外遊びの日＝a１１月２日（日）午後
１時半〜４時。雨天中止b西部運動広
場e小学生以上h飲み物j動きやすい
服装でk当日午後１時１５分までに滝山
児童館に集合
 

　☆七宝焼き教室＝a１１月８日（土）午
前９時半〜１１時半cキーホルダーを作
りますe小・中学生f１５人d内堀美江
子氏k１０月１５日（水）午後３時半から受
け付け（電話不可）。本人か家族の方が
直接申し込みを
　☆幼児のつどい＝ac１０月１６日が
「秋のお散歩遠足」。六仙公園。現地に午
前１０時５０分集合、午後０時１５分解散予
定（雨天の場合は「ミニシアター」）。２３
日午前１０時半〜１１時半が「親子ゲーム
大会」。３０日午前１０時半〜１１時半が「ハ
ロウィン遊び」。いずれも木曜日e幼児
　☆工作の日＝a①１７日（金）午後２時
から②１８日（土）午後１時半からcプラ
板フィギュア作りe小・中学生k当日
午後４時２０分まで受け付け
　☆きらら＝a２４日（金）午前１０時半か
らc幼児のつどいの参加シールを折り
紙で作りながら子育ての情報交換をし
ますe幼児とその保護者
　☆お母さんのためのアメリカンフラ
ワー教室＝a１１月１１日（火）午前１０時〜
１１時半cクリスマスローズのリースを
作りますe幼児とその保護者f２０組d
 樋  沢  勝  代 氏k１０月２１日（火）午前９時か
ひ ざわ かつ よ

ら受け付け（電話可）。本人が直接申し
込みを
 

　☆赤ちゃんひろば＝ac①１０月１５
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。飲み物持参②２２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先着各２５組g①は無料
②は２００円（オイル代。当日集金）k①は
当日受け付け②は１０月１５日（水）午前９
時から受け付け（電話可）
　☆オセロ大会＝a１５日（水）午後３時
半からe小学生k当日直接会場へ
　☆幼児のつどい＝ace１６日が「リ
ズム遊びと１０月の誕生日会」。２歳〜４
歳児。２３日が「お楽しみミニシアター
（パネルシアターなど）」。１歳〜４歳児。
講師はおはなしくぬぎ。協力は更生保
護女性会。３０日が「観劇と１０月の誕生日
会」。１歳児。いずれも木曜日午前１０時
半から
　☆たのしくつくろう＝a２０日（月）午
前１０時からc指人形作りe幼児
　☆おはなしの日＝a２１日・２８日のい
ずれも火曜日、午前１１時〜１１時２０分c

（ ）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

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
 

　☆幼児のつどい＝ace①１０月１６
日（木）午前１０時半から。「芋掘り」。うさ
ぎ・あひる合同（１歳１カ月〜４歳児）。
雨天の場合は２３日（木）に変更。費用１５０
円。申し込み受け付け中（電話不可）②
２３日（木）午前１０時半〜１１時１５分。「新聞
紙遊び」。あひる（２歳６カ月〜４歳児）
③３０日（木）午前１０時半〜１１時１０分。「新
聞紙遊び」。うさぎ（１歳１カ月〜２歳
６カ月児）
　☆山登りハイキング準備会＝a１８日
（土）・２２日（水）のいずれも午後３時半
〜４時c山登りの説明と準備する物の
確認などe「児童館山登りハイキング」
参加申込者
　☆工作の日＝a１９日（日）午前９時半
〜午後４時cオリジナルカードゲーム
を作ろうe小学生k当日受け付け
　☆親子ヨガ＝ae２４日（金）①午前１０
時２０分からが、一人で立つことができ
る乳児〜１歳６カ月児とその保護者②
午前１１時からが１歳６カ月〜３歳児と
その保護者f各１５組h汗拭きタオル・
飲み物j動きやすい服装でk１０月１７日
（金）午前１０時から受け付け（電話可）
　☆マジックの日＝a１１月２日（日）午
後３時〜３時４５分c不思議なマジック
を教えてもらいますe小学生f先着１５
人dマジックBOXk１０月１９日（日）午
前１０時から受け付け（電話不可）
◎臨時閉館のお知らせ＝１０月２５日（土）
は、「児童館山登りハイキング」のため、
４児童館いずれも臨時閉館します。雨
天中止時は、２６日に順延し、各児童館は
通常開館。２６日（日）が各児童館いずれ
も閉館になります
 

 

　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。
　☆なかよし広場＝a１０月１７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
　☆手作り布おもちゃの会＝a１０月２１
日、１１月４日のいずれも火曜日、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いずれも当日朝
までに同センターへ
　☆わくわく赤ちゃん広場「はいはい
の会」＝a１０月２２日（水）午前１０時〜１１
時半e６カ月〜１２カ月児とその保護者
hタオルj保育あり（先着３人。予約
制）k当日直接会場へ

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

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

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１０月１５日（水）〜２７年１月３１日（土）。
　※実施期間は前記の通りですが、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実施医療機関は下表
参照。　※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１０
月１５日（水）から市内の実施医療機関窓
口の他、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）で配布し
ます。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（一
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。
 

　☆幼児のつどい＝ace１０月１６日
午前１０時半〜１１時１５分が２歳児。「新聞
紙遊び」。２３日午前１０時半〜１１時半が
３・４歳児。「ハロウィン遊び」。３０日午
前１０時半〜１１時１５分が２歳児。「ハロウ
ィン遊び」。いずれも木曜日
　☆おはなし会＝ae２１日・２８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

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

１０
土金木水火月日

４４３２１

１１１１１０９８７６５５

１１８８１７１６１５１４１１３３１１２２

２２５５２４２３２２２１２０１１９９

３１３０２９２８２７２２６６

１１
土金木水火月日

１１

８８７６５４３３２２

１１５５１４１３１２１１１０９９

２２２２２１２０１９１８１７１１６６

２２９９２８２７２６２５２２４４２２３３　
３　３００

　富士山と自然が織りなす美しい景色を４K
画質のドーム映像で映し出します。星降る夜
空と流れる雲の表情、そして雄大な富士の姿
を幻想的な音楽と共にお楽しみください。
　a１０月１５日（水）から毎日午後２時半から
上映（上映時間約４０分）g観覧付き入館券＝
大人１,０００円、４歳児〜高校生４００円l多摩六
都科学館☎４６９・６１００ ドームに広がる美しい映像

多摩六都科学多摩六都科学館館
大型映像「ネイチャーリウム富士の星暦～日本の最高峰を知る～大型映像「ネイチャーリウム 富士の星暦～日本の最高峰を知る～」」

高齢者インフルエンザ予防接種　実施医療機関（東久留米市）
電話番号所　　在　　地医　　院　　名
４７１・２６２８上の原１－４－２８－１１３東久留米団地診療所
４７１・１４３１金山町２－６－１４篠原医院
４７３・２０４０金山町２－１９－８二木皮膚科医院
４７７・５８５６大門町１－１－２４武田クリニック
４７９・５６５６東本町１－３松岡レディスクリニック
４７１・０１３０東本町４－３細井医院
４７３・５５９６東本町５－１初谷整形外科クリニック
４７７・００５５東本町６－１５おかの内科クリニック
４７７・５５６６東本町８－９石橋クリニック
４７１・２３０４新川町１－４－１８いくせ医院
４７０・９１７７新川町１－９－２２福山内科クリニック
４７７・００７１新川町２－２－２２東久留米クリニック
４２１・８１３８浅間町２－２６－１９尾崎医院
４２１・２１２１学園町１－１４－３２高月内科クリニック
４２１・０９７３学園町２－１１－１４ひばりヶ丘診療所
４７２・８７０９本町１－１－１１清水胃腸科内科
４７１・００５６本町１－２－３小笠原医院
４７９・１８００本町２－３－４たかはしクリニック
４７５・０６１０本町３－１－１子田整形外科
４７６・４１００本町３－１－９古谷消化器科内科
４７１・２２９１本町３－３－２３富士見通り診療所
４２０・５６６１本町３－１１－１５あだち医院
４７２・２３８６本町３－１２－２山口内科・呼吸器科クリニック
４７７・０５５５幸町４－２－１おざき内科循環器科クリニック
４７０・７６７６幸町５－７－１さいわい町診療所
４７２・６１１１中央町１－１－２０アルテミスウイメンズホスピタル（★）
４６１・２９６７南沢４－３－２鹿島医院
４５２・５８０１南沢５－１７－６２イオンモール東久留米２階東久留米おだやかメディカルクリニック
４６０・８５０２南沢５－１８－５０鈴木クリニック
４７１・０１５４前沢２－１０－９前沢医院
４７０・９１１８前沢４－３１－４たきぐち内科クリニック
４７０・９５１１前沢５－２４－２３島田整形外科
４６０・０５３１南町１－６－１１尾町内科クリニック
４７３・３３１１滝山４－１－１８滝山病院
４７０・０６２０滝山５－２２－１７石垣整形外科
４７３・１１１７滝山７－３－１７長生医院
４７２・８１８１滝山７－１５－１６飯田医院
４７９・７１７１下里２－８－２１胃腸科内科松本クリニック
４７３・７３５５下里７－６－２大波クリニック

（★）アルテミスウイメンズホスピタルは、女性のみ。
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組」保護者の皆さん▽フィフティ２から
＝男女平等推進センター実施講座と書
籍紹介▽同センター案内j配布場所は
市民プラザ、生活文化課（市役所２階）、
男女平等推進センター、市内公共施設
などl同課緯４７０・７７３８
 

多摩六都科学館
平日限定！60歳以上割引キャンペーン
　期間中の平日に限り６０歳以上の方は、
利用料金が割引きになります。
　a１０月１５日（水）〜１２月２６日（金）
の平日e６０歳以上の方　※発券窓口で
年齢を確認できるもの（免許証、健康
保険証など）を提示してください。g
入館券（展示室）４００円。観覧付き入館
券８００円。セット券１,２００円。　※いずれ
も割引後料金。i他の割引券との併用
はできませんl多摩六都科学館☎４６９・
６１００
市民プラザ塾
東久留米の歴史〜昭和後期を学ぶ〜
　a全４回。１１月１４日、１２月２６日、２７
年１月２３日、２月２０日のいずれも金曜
日、午後２時〜４時b市民プラザ会議
室f先着２０人d野崎陽一、野崎光雄、
篠宮正明、市学芸員の井口直司の各氏
g全４回で１,５００円j日時、内容、講師
などは変更になる場合がありますk１０
月１７日（金）午前１０時から、同プラザ
窓口で受け付け（電話不可）l同プラ
ザ緯４７０・７８１３
親子で楽しむ音楽会№５
「サウンド・オブ・ミュージック」
　a１１月１５日（土）午前１０時半からb
東部地域センター講習室c第１部＝歌
と楽器で贈る「サウンド・オブ・ミュ
ージック」▼第２部＝コンサートg大
人５００円。子ども２００円（３歳児未満は
無料）j駐車場はありませんk入場券
は同センター窓口で頒布中l同センタ
ー緯４７０・８０２０
 

東京たま広域資源循環組合
入札参加申請の受け付け
　２７年・２８年度の工事・物品買い入れ
などの入札参加申請を受け付けます。
　a１０月２２日（水）〜１１月４日（火）
k同組合ホームページ（http://www.
tama-junkankumiai.com/industrial/in
dex.html）をご覧くださいl同組合総
務課契約担当緯０４２・５９７・６１５１
薬湯の日“柿の葉湯”
　ab１１月２日（日）、源の湯（東本
町７－６、緯４７１・０００５）が午後３時
半〜１１時、第二喜多の湯（幸町１－５
－１０、緯４７１・２４７５）が午後３時〜１０
時半j小学生以下は無料l各利用施設
社会福祉協議会
弁護士無料法律相談・
成年後見無料専門相談
　社会福祉協議会では、弁護士による
無料法律相談と成年後見人による専門
相談を実施しています。
◎弁護士法律相談（第２日曜日）
　a１１月９日、１２月１４日、２７年１月１１
日のいずれも日曜日、午後２時から。
１件４０分（１日４件まで。先着順）b

▲

と
き
め
き　

号
表
紙

５３

ガ イ ド

中央町地区センターc遺言、相続、贈
与、財産分与、成年後見制度、権利侵
害、福祉サービスなどe市内在住で、
①６５歳以上の方②知的・精神に障害の
ある方③前記①②の親族および関係者
kl前月１５日から（土曜・日曜日の場
合は翌開所日）、電話で同協議会地域福
祉係緯４７９・０２９４へ
◎成年後見専門相談（第４水曜日）
　a１０月２２日、１１月２６日、１２月２４日、
２７年１月２８日のいずれも水曜日の午後
２時〜４時。１件６０分（１日２件まで。
先着順）b社会福祉協議会（わくわく
健康プラザ２階）c成年後見制度の活
用方法e市内在住の方、福祉関係者d
相談員は、奇数月は社会福祉士、偶数
月は司法書士kl相談日１週間前ま
でに、電話で同協議会地域福祉係緯
４７９・０２９４（平日午前９時〜午後５時）へ
無料調停相談会
　弁護士を含む裁判所の調停委員が夫
婦関係、相続、土地建物、金銭問題な
どのもめ事を、調停で解決する手続き
の相談に応じます。
　a１１月１５日（土）午前１０時〜午後３
時半b西武百貨店池袋本店７階「くら
しの相談コーナー」g無料k予約不要。
当日直接会場へl東京家事調停協会緯
０３・３５０２・８８２２
青年農家たちとの「ふれあい交流
会」への女性参加者募集
　魅力ある都市農業を担う青年農家の
皆さんとの素晴らしい出会いや、親睦
を深める交流会に参加してみませんか。
　a１１月２９日（土）午前１１時〜午後４
時（午前１０時半から受け付け）b中国
割烹旅館「 掬  水  亭 」（西武山口線レオラ

きく すい てい

イナー「遊園地西駅」から徒歩１分）
c青年農家との食事会や交流会e２０歳
〜４０歳の独身女性f先着２５人g１,０００
円k１１月１４日（金）までにＪＡ東京み
らいホームページ（http://www.ja-to
kyomirai.or.jp/）から申し込んでくだ
さいlＪＡ東京みらい本店指導課・小
島緯４７７・００３７

 

　☆なかよし広場＝ab１０月２１日が
第一小学校、２８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
 

朗読サロン
　この機会に耳で文学作品を味わって
みてはいかがでしょうか。言葉遊びや
詩の朗読を行い、交流を図りましょう。
主催は東久留米図書館友の会。
　a１０月１６日（木）午後１時半〜３時
（１時１５分開場）b南部地域センター
２階講習室２g無料i車での来場はご
遠慮くださいk当日直接会場へlひば
りが丘図書館緯４６３・３９９６
 

市民バレーボール大会
～市バレーボール連盟主催
　a①１１月９日（日）午前９時からが
家庭婦人の部②１１月１６日（日）午前９
時からが一般男女の部bいずれもスポ
ーツセンターe①が市内在住・在勤の
方②が市内在住・在勤の方、同連盟登
録者（高校生不可）gいずれも１チー
ム２,０００円kl①が１１月３日（祝）②が
１１月１０日（月）までに同連盟・佐々木
緯４７１・０４２２へ
市民オープンソフトテニス大会
～市ソフトテニス連盟主催
　初心者から上級者まで楽しめる団体
戦を行います。奮ってご参加ください。
　a１１月９日（日）午前８時半開会
（予備日は１６日）b市立テニスコート

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

e初心者〜上級者g１人５００円（１人単
位で申し込んでください）kl１１月３
日（祝）までに同連盟・有田緯４７７・
３０２７へ
 

男女平等推進センター
「小さな力を集めて、コミュニティ
ビジネスを」（２回講座）
　東久留米の魅力を生かした働き方・
仕事について、ワークショップを通じ
て考えます。地域の魅力、地域での生
活・経験・ネットワークを生かした活
動や仕事を既に始めている方、これか
ら一歩踏み出そうとしている方は、ぜ
ひご参加ください。「私」も「地域」も
生き生きする働き方へのヒントを探り
ます。
　a１１月１５日（土）午後２時〜４時　
※２回目は２７年１月２４日（土）に開催。
b男女平等推進センター会議室f先着
２０人（要予約）dおおきな木代表でコ
ミュニケーションデザイナーの加藤 未 

み

 礼 氏g無料j２歳〜未就学児の保育あ
れい

り（定員５人。１０月２２日〈水〉〜１１月
５日〈水〉に要予約）kl１０月２２日
（水）〜１１月１２日（水）に電話（４７２・
００６１）または直接同センター（火曜日
休館）ヘ
 

男女共同参画情報誌「ときめき」
第53号を発行しました
　a発行日は９月３０日c▽特集１＝
「東久留米市男女平等・共同参画に関
するアンケート調査」から▽特集２＝
男女共同参画の今が見える数字Q＆A
▽ときめきインタビュー＝舞組の成長
とともに〜笑顔とダンスで地域を盛り
上げ、心をつなぐ〜「東久留米九小舞

戸建住宅の排水管洗浄サービス
Ｑ.　排水管の高圧洗浄サービスを
勧誘するチラシがポストに入ってい
ました。地域一斉に工事するため割
安のようです。この業者を信用して
も良いですか。
Ａ.　消費者センターでは個別の事
業者の信用性についてはお答えしか
ねますが、契約時の留意点をご案内
しています。事業者に訪問を依頼す
る前に、チラシをじっくり読みまし
ょう。
　①今現在、トイレ、風呂場、台所
などで排水時にゴボゴボと音がした
り流れにくかったりといった詰まり
の現象がありますか。特に問題がな
いのなら、普段の手入れにそのサー
ビスが本当に必要なものなのか考え
ましょう。
　②料金について確認しましょう。
割安な価格設定はどの部分の施工に
ついてでしょうか。洗面所など自宅
建物内１カ所のみの洗浄なのか、公
共の汚水本管に達するまで洗浄する

のかによって金額は異なります。詰
まりが見つかった場合は別料金を設
定していることも多く、当初の予想
以上に費用が掛かる可能性もありま
す。
　市消費者センターに寄せられる相
談には「自治体と関係のあるような
広告を見て契約してしまった」「洗浄
作業が終わった後に思いがけず高額
の請求をされ、その場で高いとも言
えず支払わざるを得なかった」「劣化
が進んでいるので早急にリフォーム
の必要があると他の工事を勧められ、
高額の契約をしてしまった」などの
ケースがあります。自治体が特定の
民間会社のサービスを地域一斉に推
奨することはありません。また、高
額の工事を急いで契約すると後日ト
ラブルのもとになりかねません。も
し疑問に思うことがあれば、同セン
ターにお問い合わせください。
　また、市では市指定下水道工事店
を紹介しています。施設管理課下水
道施設係☎４７０・７７５９へお問い合わ
せください。　※市ホームページで
もご覧いただけます。
《消費者相談》
●平日の午前１０時～午後４時＝市消
費者センター（市役所２階生活文化
課内）緯４７３・４５０５
●平日および土曜・日曜日、祝日の
午前１０時～午後４時＝消費者ホット
ライン緯０５７０・０６４３７０


