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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
　市役所ロビー、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　
http://www.city.higashikurume.lg.jp/goiken/index.html
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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
た方への特例措置として、２５年度は次
の方を対象に勧奨を行うこととなりま
した。
　７歳・８歳（１７年４月２日〜１９年４
月１日生まれ）の方＝第１期不足分▼
１８歳（７年４月２日〜８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。２５年度は次の方を対象に勧奨を行
います。
　第１期＝２４年４月１日～２５年３月３１
日生まれの方▼第２期＝１９年４月２日
～２０年４月１日生まれの方
　①②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、対象者で通知の届かない場合は、
健康課予防係緯４７７・００３０へ問い合わ
せてください。
３〜４カ月児健康診査・産婦健康
診査
　a８月１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１７日～４月７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
　a７月２４日（水）午後１時半～２時
半受け付けbわくわく健康プラザe２５

【 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））

年２月１日～２月２８日生まれの乳児
（生後６カ月～１歳の誕生日の前日ま
で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
１歳６カ月児健康診査
　a７月２５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１２月２２日～２４年１月１２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
育児相談
　a７月１９日（金）午前９時半～午後
２時bわくわく健康プラザc育児の相
談、体重測定e乳幼児とその保護者
kl電話で健康課保健サービス係緯
４７７・００２２へ
食事相談・健康相談
　a８月２日（金）午後１時半～３時
半bわくわく健康プラザc血糖・コレ
ステロール・中性脂肪・血圧・その他、
乳幼児期～高齢期の食事や健康に関す
る個別相談。体組成（体脂肪率や筋肉
率など）の測定h健康診断の結果表、
食事記録などkl電話で健康課保健
サービス係緯４７７・００２２へ
 

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。
 

　☆トランポリンの日＝a７月１７日
（水）午後２時からe小・中学生j跳
びやすい服装で
　☆交通安全・防犯教育の日＝a１９日
（金）午後３時半からc介護福祉課の
職員による認知症の話と夏休み前の交
通安全についての話をしますe小・中

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

学生
　☆将棋教室＝a２４日（水）午後３時
からe小・中学生d東久留米市将棋研
究会
　☆工作の日＝a２５日（木）・２６日（金）
のいずれも午後１時半からc紙すきに
チャレンジe小・中学生k当日午後４
時まで
　☆自然体験教室＝a８月３日（土）
午後１時半～４時１５分c落合川に行っ
て遊ぼう（川遊びのマナー、川草の説
明など）e小・中学生f１５人d東久留
米川クラブj雨天の場合は１０日（土）
に変更します。７月２４日（水）・２９日
（月）午後３時から開催する準備会に
いずれか１日参加してくださいk７月
１７日（水）午後３時から。本人か家族
の方が直接申し込みを
 

　☆おはなしの日＝a７月１７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
　☆体操交流会＝a１８日（木）午前１１時

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

１５分からcひばり保育園児と一緒に体
操をしますe幼児k当日受け付け
　☆工作の日＝a２２日（月）午前９時
からcスライムをつくろうe小学生f
先着３０人k当日受け付け
　☆夏のおたのしみ会＝a８月３日
（土）午後４時半
～７時４５分cゲー
ム、夕飯（カレー）、
花火鑑賞（雨天時
はＤＶＤ鑑賞）e
小学生f先着５０人
g無料i終了後、
保護者の迎えが必要k７月２０日（土）
午前９時から申し込み受け付け（電話
申し込み不可）
　☆マジックの日＝a８月６日（火）
午後３時～３時４５分c楽しいマジック
を教えてもらいましょうe小学生f先
着１５人dマジックＢＯＸk７月２３日
（火）午前９時から申し込み受け付け
（電話申し込み不可）

【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２５年７月１日現在＞　人口１１６,２９９人（うち外国人１,６３４人）／前月比３０減
男５７,１７３人／前月比２２減　女５９,１２６人／前月比８減　世帯数５１,７８８／前月比７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

7月15日（海の日）のごみ収集は
　７月１５日は月曜日の祝日ですが、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。

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）
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土金木水火月日
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土金木水火月日

６６５４３２１

１１３３１２１１１０９８７７

２２００１９１８１７１６１１５５１１４４

２２７７２６２５２４２３２２２２１１

３１３０２９２２８８

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）
　７月１５日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　７月２１日・２８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】
　７月１５日・２１日・２８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）
　７月１５日・２８日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　７月２１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）

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。保険
証がないと自費料金になります。
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たは直接①はひばりが丘図書館緯４６３・
３９９６、②は東部図書館緯４７０・８０２２へ
　上記の他にも、子ども向けの「スタ
ンプラリー」や「放課後POP倶楽部」
などを開催します。
　l中央図書館緯４７５・４６４６、ひばり
が丘図書館緯４６３・３９９６、東部図書館
緯４７０・８０２２
 

スポーツセンター
早朝開放を実施します
　夏休みの１カ月間、スポーツセンタ
ーは早朝６時から開館します。プール・
トレーニング室・卓球室などをご利用
いただけます。また、団体利用も可能
ですので、ご相談ください。
　▼実施期間　７月２０日（土）〜８月
１８日（日）▼開館時間　月曜〜金曜日
＝午前６時〜午後１１時、土曜・日曜日
＝午前６時〜午後９時半lスポーツセ
ンター緯４７０・７９００
第27回ミックスダブルステニス大会
～市テニス連盟主催
　a８月１８日（日）
（予備日は２５日）
b市内各テニスコ
ートc種目はミッ
クスダブルス１
部・２部e市内在
住・在勤・在学・在テニススクールで
高校生以上の方g１ペア２,０００円k７
月３０日（火）までに、郵便振替（００１９０
－２－６３２３６９、加入者名・東久留米市
テニス連盟）で、参加費を振り込んで
くださいl佐々木緯４７３・００７９（夜間）
第25回ジュニアテニス大会
～市テニス連盟主催
　a８月１３日（火）午前８時半集合
（予備日は１４日）b小山テニスコート
c種目は男女シングルスe市内在住・
在学・在テニススクールの中学生g１
人５００円（当日集金）k８月８日（木）
までに（必着）、はがきに郵便番号・住
所・氏名・電話番号・学校名・学年を
記入の上、〒２０３－００３３、滝山７－１１
－４、佐々木道夫宛て郵送をl佐々木
緯４７３・００７９（夜間）
ジュニア育成ソフトテニス指導者教室
～市体育協会主催
　a７月２８日（日）午前８時〜午後４
時（予備日は８月４日）b滝山テニス
コートe市内在住、在勤のソフトテニ
ス指導者f４０人g無料k７月１９日（金）
までに（必着）、往復はがきに教室名・
住所・氏名・電話番号（返信用にも）
を記入の上、〒２０３－００１１、大門町２
－１４－３７、スポーツセンター内体育協
会宛て郵送、または電話でソフトテニ
ス連盟・井部誠二緯４７５・８２７９へl同
協会事務局緯４７０・２７２２
ジュニアクライミング体験教室
～市体育協会主催
　a７月２７日（土）午後４時半〜６時
２０分bスポーツセンターe小・中学生

d市山岳連盟g無料k当日直接会場へ
l同協会事務局緯４７０・２７２２
 

東久留米市平和事業
平和祈念資料展「いま、平和を考
える」
　戦時下に関連するグラフィックパネ
ルのほか、「東久留米市の戦争の痕跡」
を交え展示します。また、世界の難民
に係る写真パネルも併せて展示します。
　a７月１８日（木）午前９時〜午後７時、
１９日（金）午前９時〜午後５時b市民
プラザホールg無料l企画経営室総務
課緯４７０・７７１４
第７回市民プラザ夏祭り
　子どもたちが楽しめる体験コーナー
など、企画も盛りだくさん。おなじみ
のクルメイザーや消防車までやって来
る。さあ、カメラを持ってみんな集ま
ろう。
　a７月２８日（日）午前１０時〜午後３
時半b市民プラザホール、市役所１階
屋内・屋外ひろば他cオープニング　
九小舞組▼ステージ　金管バンド／大
正 箏 ／空手紹介／バトントワリング／
ごと

ファッションショー／クルメイザー／
ロック＆ブレイクダンス／フラ＆タヒ
チアンダンス／合唱他▼体験コーナー
　消防服を着て消防車と記念撮影／ミ
ニ消防車に乗車／木目込みひょうたん
／オリジナル名刺作り／折り紙／将棋
対局／金魚すくい、ザリガニ釣りゲー
ム／ミニボーリング／ペーパークラフ
ト／ヒンメリワークショップ他▼販売
　焼きそば／フランクフルト／たい焼
き／かき氷／綿菓子／お好み焼き／焼
き鳥／ラムネなどの飲み物／パウンド
ケーキ／木工作品／手作りノート他j
販売は売り切れ次第終了l市民プラザ
緯４７０・７８１３
 

夏休み子ども歴史教室
　「東久留米市の特徴って何だろう。ど
んな所だろう」。このような、ごく普通
の問い掛けに、自分なりの答えを見つ
けてみませんか。専門の学芸員がアド
バイザーとなり、郷土資料室で収蔵し
ている多くの資料を使い解説します。
　学習テーマは「くるめってどんなと
こ－身近な歴史から東久留米を知ろう
－」です。主催は教育委員会。
　ac第１回＝８月８日（木）。テーマ
は「むかしのくるめ」▼第２回＝１５日
（木）。テーマは「今のくるめ」。いず
れも午前１０時〜１１時半b郷土資料室
（わくわく健康プラザ２階。西武バス
停「団地センター」か「滝山団地中央」
から徒歩５分）f各回先着２０人g１００円
（保険代）k７月１６日（火）〜３１日（水）
午後４時に、電話で郷土資料室（緯４７２・
００５１。日曜日・祝日は休室）へl同室

 

　☆おはなし会＝ae７月１６日・２３日・
３０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b滝山図
書館c絵本の読み聞かせ、素話
　☆折り紙教室＝a１６日（火）午後３
時〜４時半c季節の折り紙を楽しもう
e幼児〜小学生d大泉光子氏
　☆ひよこタイム＝ac２３日（火）午
前１０時半〜１１時が「わらべ歌・絵本の
読み聞かせ」、１１時〜１１時５０分が「親子
の触れ合いタイム」e０歳〜１歳児と
その保護者
　☆粘土教室＝a２８日（日）午前１０時
〜１１時半cペンギンを作ろうe小学生
f２０人d小林みゆき氏k１５日（祝）午前
９時から受け付け（電話申し込み不可）
 

　☆おはなしの日＝a７月１６日・２３日・
３０日のいずれも火曜日午後４時からc
素話、絵本の読み聞かせ、手遊びe小
学生
　☆ぽかぽかタイム＝ae１７日（水）
午前１０時半からが０歳児、１１時からが
１歳児cわらべ歌遊びd原悠子氏
　☆オセロ大会＝a１７日（水）午後３
時半からcトーナメント戦e小学生
　☆囲碁の日＝a１７日・２４日のいずれ
も水曜日午後３時からc囲碁に挑戦し
ようe小・中学生d囲碁連盟
　☆環境整備の日＝a１８日（木）午後
３時半からc館内を整理整頓して、夏
休みを気持ち良く過ごしましょうe
小・中学生
 

　☆おはなしの日＝a７月１６日（火）
午前１１時〜１１時２０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
　☆赤ちゃんひろば＝a１７日（水）午
前１０時半〜１１時半c「親子のコミュニ
ケーションワークとティータイム」e
０歳児とその保護者d炭田契恵子氏h
飲み物
　☆中・高バド
ミントン大会＝
a１７日（水）午後
５時半からe中
学・高校生年代
　☆将棋大会＝
a２４日（水）午後
３時からc日頃
の練習の成果を
ここで出そうe小学生以上d五角探求
会
　☆カレー！カレー！！ＣＵＲＲＹ！
！！＝a８月３日（土）午前１０時から
cカレーを作ってみんなで食べようe
小学生f先着２５人hお米j申し込み時
に持ち寄り材料の説明がありますk７
月２２日（月）午後１時から受け付け
（電話申し込み不可）

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

 

 

　☆なかよし広場＝a７月１９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
交換をしましょう。地域のボランティ
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」＝a７月２４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
 

　☆休館日のお知らせ＝７月１８日（木）
は館内整備のため、休館します
 

夏休みは図書館へ
　夏休み期間中、図書館ではさまざま
なイベントを開催します。図書館で本
を読むだけではない、楽しい体験を。
なお、図書館のイベントは全て参加費
無料です。
◎「2013年夏　絵本展」
　a７月２０日（土）〜２３日（火）午前
１０時〜午後５時b中央図書館視聴覚ホ
ールc東久留米地域文庫親子読書会と
共催で「いのちのまつり」と題し、絵
本を通していのちについて考えますj
期間中、２２日（月）を除く毎日午前１１
時からと午後３時から、おはなし会を
開催します
◎紙芝居スペシャル
　a８月７日（水）午前１１時からと午
後３時からb中央図書館視聴覚ホール
c紙芝居を楽しむ特別おはなし会です
◎季節のおはなし会
　a８月２５日（日）午後３時からと３
時４０分からb中央図書館おはなし室c
小学生向きの夏らしいお話を楽しみま
しょう
◎よもう！あそぼう！かがくの本
テーマ「にじ」
　a８月２６日（月）午後３時〜４時b
中央図書館視聴覚ホールc虹の不思議
を実験で確かめてみよう
◎講演会「宇宙の不思議大発見！」
　宇宙の解明されていない謎や神秘の
世界をJAXA（宇宙航空研究開発機構）
職員に語っていただきます。
　ab①８月２８日（水）午後２時〜３
時半、南部地域センター２階講習室②
２９日（木）午前１０時〜１１時半、東部地
域センター１階講習室e小学３年生以
上f①が１００人、②が８０人j内容は両日
とも同じですi会場には駐車場があり
ませんので、車でのご来場はご遠慮く
ださいk７月１５日（祝）から、電話ま

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

7
土金木水火月日

６６５４３２１

１１３３１２１１１０９８７７

２２００１９１８１７１６１１５５１１４４

２２７７２６２５２４２３２２２２１１

３１３０２９２２８８

8
土金木水火月日

３３２１

１１００９８７６５４４

１１７７１６１５１４１３１２１１１１

２２４４２３２２２１２０１９１１８８

３３１１３０２９２８２７２６２２５５

　市では、個人の住宅や管理者がいる集合住宅
など、民有地にできたハチの巣の駆除は行って
いません。ハチは、特に手入れ不足の庭木など
に多く巣づくりをしますので、手入れを充分に
してください。
　▼ハチの巣を取り除くとき＝アシナガバチは
攻撃性が少ないので、薬局などでハチ専用の駆
除スプレーを購入し、駆除が可能です。スズメ

バチは凶暴なため、専門の駆除業者への依頼を
お勧めします
　▼駆除業者の紹介＝市と協定を結んだ市内の

駆除業者を紹介します
　i駆除費用は自己負担
です。依頼する場合は、
複数の業者から見積もり
を取り、ご検討ください
l環境政策課緯４７０・
７７５３
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月１８日、１１月１５日のいずれも金曜日午
後２時〜４時b市民プラザ会議室。１１
月１５日は自由学園図書館２階。時間は
午後１時半〜４時（自由学園内の見学
を含みます）d 角  田  望 氏、高橋和也氏、

つの だ のぞみ

櫻井ゆり氏、矢野淳子氏f先着２０人
g１,５００円k７月２５日（木）午前１０時か
ら、参加費を添えて直接市民プラザ窓
口（市役所１階）へ。電話での予約は
できませんl同プラザ緯４７０・７８１３
お好みのボランティア・
イベント情報をお届けします
　ボランティアの募集やイベント情報
をお手元の携帯電話やパソコンに配信
します。あらかじめ興味のある分野
（高齢者、子育て、障がい児者、芸
術・文化・教育、環境、国際、災害救
援、その他、社協からのお知らせ）を
登録することで、外出時などでもお好
みの情報を受け取ることができます。
サービスの利用は、社会福祉協議会ホ
ームページ（QRコード）から「お好み
メールサービ
ス」をクリック
し、ユーザー名
やアドレス、パ
スワードを登録
してください。
登録後、「認証
（本登録確認
用）メール」が届
きますので、必
ずご確認くださいl同協議会総務係緯
４７１・０２９４または同協議会携帯版ホー
ムページ（http://www.higashikurume-
shakyo.or.jp/mobile/index.html）
東久留米市ファミリー・サポート・
センター事業説明会
　ab①７月１７日（水）午前１０時から、
生涯学習センター集会学習室５②８月
８日（木）午前１０時から、わくわく健
康プラザ社協会議室h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
センター事務局緯４７５・３２９４
多摩六都フェア
「ライブエンタテイメントワークショ
ップ」受講生募集
　多摩北部都市広域行政圏協議会（東
久留米市、小平市、東村山市、清瀬市、
西東京市）では、多摩六都フェアを実
施しています。
　今年度は「ライブエンタテイメント」
をテーマに、歌とダンス、マイクパフ
ォーマンスの専門講師による魅力的な
ステージに挑戦し、最後に講習の成果
を保谷こもれびホールで発表します。
一緒に生（ライブ）のステージをつく
り上げてみませんか。
　【講習日程】９月８日（日）〜２６年３
月２０日（木）の間で全２８回を予定。会
場は保谷こもれびホール（西東京市中
町１－５－１）。初回はオリエンテーシ
ョン【発表会】２６年３月２３日（日）、保
谷こもれびホールにて（中間発表を１０
月頃に予定）e多摩六都地域に在住、
在学、在勤する小学６年生〜４０歳代で、
体力に自信があり、歌・ダンスを得意
とする方。　※中学生以下は保護者の
送迎が必要です。f３０人（応募者多数
の場合は選考）d阿部あかね氏（歌唱
担当）、ＫＥＮ氏（ダンス担当）を予定
g７,０００円（実費負担額。途中返還はし
ません）k７月１５日（祝）〜８月１５日
（木）に（必着）、所定の応募用紙に必
要事項を記入の上、〒２０２－００１３、西
東京市中町１－５－１、保谷こもれび
ホール宛て郵送を。詳しくは企画調整
課（市役所４階）で配布するチラシ・応

募用紙をご覧ください。西東京市ホー
ムページ（http://www.city.nishitokyo.
lg.jp）からも取得できますl保谷こも
れびホール緯４２１・１９１９
25年度排水設備工事責任技術者
資格認定共通試験
　a１０月１３日（日）午前１０時〜正午b
青山学院大学・青山キャンパス９号館
g６,０００円j受験申込受付期間は８月
１日（木）〜９月２日（月）、郵送によ
り受け付け。受験申込書は７月２２日
（月）〜９月２日（月）に公共下水道
管理者の担当窓口（市役所５階、施設
管理課施設建設担当）で配布l同担当
緯４７０・７７５９
 

公益社団法人東村山法人会
「租税・科学教室」のご案内
　a９月１４日（土）午前１０時からと午
後１時からb多摩六都科学館（西東京
市芝久保町５－１０－６４）c税について
学んだ後、大型映像・プラネタリウム
の観覧e小学生とその保護者f各回先
着１００人g無料kl７月２２日（月）〜８
月１６日（金）に同会緯０４２・３９４・７６５４
へ
東京都防災ボランティア制度に基
づく被災建築物応急危険度判定員
養成講習会
　a９月２４日（火）、１０月１６日（水）、
いずれも午後１時４０分からb都庁第一
本庁舎５階大会議場e一・二級・木造
建築士で都内在住・在勤の方f各回先
着５００人k９月１０日（火）までに、申込
書を記入の上、〒１０４－６２０４、中央区
晴海１－８－１２、Ｚ棟４階、社団法人
東京建築士会宛て郵送を。申込書は都
市区町村窓口または東京建築士会・都
都市整備局の各ホームページから取得
できますl都都市整備局建築企画課緯
０３・５３８８・３３６２

ガ イ ド

 

親子限定！　下水道施設見学会
　私たちの身近にある下水道。その役
割を正しく理解するために「ふれあい
下水道館」をご案内します。下水道の
歴史や役割について模型・映像などか
ら学んでみたい方、この機会にぜひ参
加ください。
　a８月２３日（金）午前または午後、
いずれも３時間程度（移動時間含む）。
　※雨天決行。bふれあい下水道館（小
平市上水本町１－２５－３１）。集合は東久
留米市役所南側ロータリー前e市内在
住の小・中学生とその保護者f５０人程
度（応募者多数の場合は抽選。抽選結
果は８月上旬にお知らせします）g無
料i午前・午後の選択はできません▼
必ず保護者同伴で参加してください▼
乳幼児など、対象者以外の方を連れて
の参加はできませんk７月３１日（水）
までに（必着）、往復はがきに参加者全
員の住所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話番号を記入の上（返信面に代表者の
住所、氏名を書いて）、〒２０３－８５５５、
市役所施設管理課下水道施設係宛て郵
送をl同係緯４７０・７７５９
25年度の加入がお済みでない方へ
交通災害共済「ちょこっと共済」
に加入しませんか
　万一の交通事故に備えて「東京都市
町村民交通災害共済（ちょこっと共
済）」に加入しませんか。「ちょこっと
共済」は、都内３９市町村が共同で実施
する共済制度で、会員が交通事故のけ
がにより治療を受けた場合、会員の皆
さんが出し合った会費から、見舞金を
お支払いする事業です。
　現在、２５年度の加入申し込みを随時
受け付けています。　※共済期間は加
入日の翌日〜２６年３月３１日（月）です。
　e市内に住民登録のある方gＡコー
ス１,０００円、Ｂコース５００円（コースに
よって見舞金の額が異なります）k都
市計画課（市役所５階）、上の原・ひば
りが丘・滝山の各連絡所、市内の金融
機関（ゆうちょ銀行を除く）で受け付
けていますl同課街路交通計画係緯
４７０・７７６８
男女平等推進センター　
◎「親子でＤＩＧ（ディグ）（災害想像
力ゲーム）」
　９月１日の「防災の日」を前に、親
子で災害（Disaster）について想像

（Imagination）し、ゲーム（Game）感覚
で防災マップを作ってみませんか。夏
休みの宿題にもどうぞ。
　DIGという言葉には、「災害を理解す
る」「まちを探求する」「防災意識を掘
り起こす」という意味も込められてい
ます。
　a８月２４日（土）午前１０時〜午後０
時半b男女平等推進センター会議室e
小学５年生以上f先着２４人。　※親子
参加の方優先。d西東京中央総合病院
看護師で防災士の高橋明美氏g無料j
２歳〜未就学児の保育あり（定員５人。
７月１７日〈水〉〜８月１２日〈月〉に要
予約）kl７月１７日（水）〜８月２１日
（水）に、電話または直接同センター
緯４７２・００６１（火曜日休館）ヘ
◎よりみちシネマ
　夏休み特別企画。子どもたちを主人
公にした映画を２作品上映します。「ひ
とりひとりが幸せな社会」を目指し、
今を、これからを生きていくためのヒ
ントとパワーが満載。
①「それでも生きる子供たちへ」
　７カ国の映画監督が、それぞれの国
の子どもたちの現実を描いたオムニバ
ス・ドラマ。子どもたちの確かな生き
ざまが、生きる強さを与えてくれる。
２００５年。１２４分。イタリア、フランス
合作（字幕）。　※７編のオムニバスを
２部に分けて上映。１部だけの参加も
可能です。
②「ガールズ★ロック！」
　８歳〜１８歳の少女が集まるロックン
ロールキャンプ。楽器に触ったことも
ない少女たちが、１週間のワークショ
ップの後、７００人の観客の前で演奏する。
髪をふり乱し、怒鳴り合い、楽器をか
き鳴らし、叫びまくる「女の子」のロ
ックは革命だ。アルネ・ジョンソン＆
シェーン・キング監督。２００７年。８９分。
アメリカ（字幕）
　ac①＝８月２日（金）午後２時〜
３時が「タンザ」「ブルージプシー」「ア
メリカのイエスの子ら」、午後３時１５分
〜４時半が「ビルーとジョアン」「ジョ
ナサン」「チロ」「桑桑と小猫」②＝８
月３日（土）午後２時〜３時半b男女
平等推進センター会議室f①②のいず
れも各先着２４人e小学５年生以上（字
幕が読める方）g無料k７月１７日（水）
〜３１日（水）に、電話または直接同セ
ンター緯４７２・００６１（火曜日休館）ヘ
市民プラザ塾
「自由学園・東久留米で80年」
　a全４回。８月２３日、９月２０日、１０

◎が〜まるちょば「東京JACK」
　世界が認めたサイレントコメディ
ーで、東京都全６２市区町村をジャッ
ク！　ついに彼らがやってくる！　ま
ろにえホールだからこそ、至近距離
で体感できるライブ感。お見逃しな
く。

　a９月２３日（祝）午後２時開演
（１時半開場）b生涯学習センター
ホールc作・演出・出演は「が〜ま
るちょば（ケッチ！／HIRO繰PON）」
g全席指定４,５００円i４歳未満の方
は入場できませんkl生涯学習セ
ンター緯４７３・７８１１へ
◎夏休み学習室
　夏休み期間中、市内の小学生〜大
学生など学生の皆さんの自学の場と
して、学習室を開放します。夏休み
の宿題や受験勉強などにご利用くだ
さい。
　a７月２０日（土）〜８月３１日（土）
の午前９時〜正午▼午後０時４０分〜
３時半▼午後３時５０分〜６時b生涯
学習センター学習室e小学生以上i
空き状況によって利用できない場合
があります出演の「が～まるちょば」
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