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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

25.　6.　15

３〜４カ月児健康診査・産婦健康診査
　a６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e２５
年１月３１日～２月２０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
　a６月２６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
年１月１日～１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e２３
年１２月１日～１２月２１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
３歳児健康診査
　a６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e２２
年６月３日～６月２３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
　a７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e２３年
６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
子ども相談
　a６月１９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

【 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））

７月のプレ・パパママクラス
　７月２０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＝a１日
（月）午後０時半～４時
　◎プレママ・クッキング＝a９日
（火）午前９時半～午後２時c妊娠中の
栄養の話と調理実習g５００円（食材費）
　◎もく浴実習・妊婦疑似体験＝a２０
日（土）午後０時半～４時
　◎妊婦歯科健診＝a２３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kl６月１７日
（月）午前９時から電話で健康課保健
サービス係緯４７７・００２２へ
飼い犬の狂犬病予防注射はお済み
ですか
市獣医師会加入の動物病院で飼い犬の
登録もできます
　生後９１日以上の飼い犬は、飼い始め

た日から３０日以内に登録し、年１回の
狂犬病予防注射を受けることが狂犬病
予防法で定められています。
　東久留米市獣医師会に加入している
左下表の動物病院では、予防注射や注
射済票の交付、新規登録の手続きがで
きます。また、犬が死亡したときや、
所有者住所などの登録内容に変更があ
る場合は、健康課予防係緯４７７・００３０
へご連絡ください。
　g予防注射３,０００円▽注射済票交付
５５０円▽新規登録３,０００円▽鑑札再交付
１,６００円l同係
 

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。
 

　☆親子で体を動かそう＝a６月１７日
（月）午前１０時半～１１時半e１歳～４
歳児とその保護者f３０組d健康運動実
践指導者の戸田まゆみ氏h水分補給用

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

の飲み物i動きやすい服装でk受け付
け中（電話可）
　☆ぴよぴよママの会＝a１９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きょうだいの保育あり（先着３
人。１週間前～前日に要予約）
　☆おはなしの日＝a１９日
（水）午後３時半～４時e幼
児～小学校低学年d水曜お
はなし会k当日受け付け
　☆幼児のつどい＝ace①２０日
（木）午前１０時半～１１時１０分が「小麦
粉粘土遊び」。うさぎ（１歳１カ月～２
歳６カ月児）②２７日（木）午前１０時半
～１１時１５分が「七夕工作」。あひる（２
歳６カ月～４歳児）
　☆エコクラブ＝a６月１６日（日）午
前１０時～午後０時半。集合・解散は南
町運動広場c麦刈りと、うどん作りe
４歳児～高校生年代f先着１５人h軍手、
タオル、飲み物、長靴、帽子j汚れて
もよい服装でk受け付け中

【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６月１日現在＞　人口１１６,３２９人（うち外国人１,６３４人）／前月比１１４増
男５７,１９５人／前月比２９増　女５９,１３４人／前月比８５増　世帯数５１,７９５／前月比５７増

　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。

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）
　６月１６日・２３日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　６月３０日＝たかはしクリニック（本町２－３－４、緯４７９・１８００）
　【歯科】
　６月１６日・２３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）
　６月１６日・３０日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　６月２３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）

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。

○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

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

１１

８８７６５４３２２

１１５５１４１３１２１１１０９９

２２２２２１２０１９１８１７１１６６

２２９９２８２７２６２５２４２４２４　
３　３００
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土金木水火月日

６６５４３２１

１１３３１２１１１０９８７７

２２００１９１８１７１６１１５５１１４４

２２７７２６２５２４２３２２２２１１

３１３０２９２２８８

注射、済票交付、新規登録が
できる動物病院

電話番号所在地病院名

４７１・００３１中央町　　　
４－８－１０　

い そ べ
動 物 病 院

４５３・８１１１中央町　　　
２－６－５０　

か ざ ま
動 物 病 院

４７４・０５３３東本町４－９田 中
動 物 病 院

４７３・７０７８中央町　　　
１－１－４９　

ト オ ヤ
動 物 病 院

４７１・６３０６中央町　　　
１－３－１　

山 村
獣 医 科

４７７・３４４３八幡町　　　
３－３－１２　

く る め
動 物 病 院

４７５・５５６２下里　　　　
５－９－１５　

ど ん ぐ り
動 物 病 院
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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
j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＝a６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」＝a６月２６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
 

　☆なかよし広場＝ab６月１８日（火）
が第一小学校で。６月２５日（火）が第
六小学校で。いずれも午前１０時～１１時
半e０歳～５歳児とその保護者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hスリッパ
k当日直接会場へ、徒歩か自転車で来
場を
 

大人が楽しむおはなし会
　滝山図書館では、滝山おはなし会・西
部地域センターの共催で、年２回「大人
が楽しむおはなし会」を開催していま
す。お誘い合わせの上、ご来場ください。
　a６月３０日（日）午後２時～４時b
西部地域センター３階第２・３講習室
g無料k当日直接会場へl滝山図書館
緯４７１・７２１６
 

クライミングウォール使用認定会
　スポーツセンターのクライミングウ
ォール個人開放時に使用できる方を判
定・登録する認定会を開催します。
　a７月５日（金）午後７時～９時b
スポーツセンターe中学校卒業以上
で、リードクライミング（ビレーを含
む）を習得し、グレード５.１０前半程度
が完登できる方f１０人g３００円（施設使
用料相当分。当日集
金します）h用具を
持っている方は持参
してくださいj判定
員は市山岳連盟k６
月１５日（土）午前９
時から、同センターで配布する用紙で
申し込みを（要認め印。未成年者は保
護者の同意が必要です）l市体育協会
緯４７０・２７２２
ジュニアクライミング体験教室
〜市体育協会主催
　今年は東京国体が開催されます。ク
ライミング競技の会場はスポーツセン
ターです。一度、体験してみませんか。

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

　a６月２９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
第41回市民ソフトバレーボール大会
〜市ソフトバレーボール連盟主催
　a７月１４日（日）bスポーツセンタ
ーe市内在住・在勤・在学で中学生以
上の方kl大会の詳細は連盟ホーム
ページ(http://sky.ap.teacup.com/hsvf/）
または及川緯０９０・８１０８・７７５１へ
 

市民企画講座
創作落語「めでぃあ・りてらしー」
〜男性にとっての男女共同参画
〜男女平等推進センター主催
　同じ話なのに、聴く立場によって、
違って聞こえる。笑いとともに発想転
換を。「男性にとっての男女共同参画」
を実践している講師の
体験も交え、創作落語
を通じて、一人ひとり
の男女共同参画を考え
ます。
　水曜日の夜のひとと
きを、ご一緒に楽しみましょう。企画・
運営は日本昔話の中のジェンダー研究
会
　a７月１０日（水）午後７時～９時b男
女平等推進センター会議室f先着２４人
d埼玉県鶴ヶ島市職員の 千  金  亭  値 千

せん きん てい あたい

金（ 阪  本 真一）氏g無料j２歳～未就
さか もと

学児の保育あり（定員５人）。６月１７日
（月）～２７日（木）に要予約kl６月
１７日（月）～７月５日（金）に電話
（４７２・００６１）または直接、同センタ
ー（火曜日休館）ヘ
生涯学習「大人の体験塾」
25年度第１回受講生募集
〜市文化協会主催
　「今からでも遅くありません。あなた
の生活に彩りを」。文化協会加盟団体に
よる、新たな趣味や生きがいを見つけ
たい方を対象とした体験塾です。
　a７月～９月（第２回を１０月～１２月、
第３回を２６年１月～３月に開催予定）
b生涯学習センターe市内在住・在
勤・在学で１８歳以上の方（応募者多数
の場合は抽選）c講座種目は舞踊、フ
ラダンス、マジック、童謡・愛唱歌、
押し花絵、和紙切り絵、歌謡、尺八、
 箏 、パッチワーク。回数は講座ごとに
こと

１～３回j内容、定員、参加費の詳細は、
生涯学習センター、市民プラザ、各地
域センター、地区センターなどで配布
するチラシをご覧くださいk各講座開
催日の１０日前までに、往復はがき（１
枚で複数講座の申し込み可）に講座名・
体験月日・住所・氏名・電話番号を記
入の上、東久留米市文化協会（〒２０３－
００５４、中央町２－６－２３、生涯学習セ
ンター事務所内）宛て郵送をl同協会
事務局緯４７７・４７００（第４月曜日を除
く平日午前９時～午後５時）

 

　☆ぽかぽかタイム＝ae６月１９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
　☆幼児のつどい＝ac２０日が「色水
遊び」、２７日が「七夕飾り作り」。いず
れも木曜日午前１０時半からe幼児
　☆ハッピータイム＝a７月５日（金）
午前１０時半からc親子ヨガe０歳児と
その保護者f１２組d中島真美氏k６月
２１日（金）午前９時半から受け付け
（電話可）
　☆くぬぎ縁日＝a１３日（土）午後１
時半～３時半cおばけ屋敷、食べ物、
ゲームコーナーなどe４歳児～中学生
f１５０人k６月２２日（土）午前９時半か
ら参加券（１００円）を頒布します（払い
戻しはできません）
　☆すこやかタイム＝a８日（月）午
前１０時１５分からc親子体操e１歳６カ
月以上の幼児とその保護者f１２組d岡
田陽子氏k６月２４日（月）午前９時半
から受け付け（電話可）
 

　☆幼児のつどい＝ace①６月２０
日（木）午前１０時半～１１時１５分が「遊具
で遊ぼう＆４・５・６月生まれの誕生
会」。２歳児②２７日（木）
午前１０時半～１１時半
が「七夕工作＆４・５・
６月生まれの誕生会」。
３・４歳児
　☆ひよこタイム＝ac２５日（火）午
前１０時半～１１時が「わらべ歌・絵本の
読み聞かせ」、午前１１時～正午が「触れ
合いタイム」eいずれも０～１歳児と
その保護者
　☆夏のおはなし会＝ae３０日（日）
午前１１時～１１時半が幼児とその保護者、
１１時半～正午が小学生c滝山おはなし
の会による読み聞かせ
　☆０ちゃんタイム＝a７月２日（火）
午前１０時半～午前１１時半c助産師によ
る「赤ちゃん体操」e乳児とその保護者
 

　☆のびのびぐんぐん＝a６月１８日
（火）午前１０時半～１１時c触れ合い遊
び、紙芝居e１歳児
　☆幼児のつどい＝ac２０日が「ペイ
ンティング遊び」、２７日が「マット遊び」。
いずれも木曜日午前１０時半～１１時半e
幼児j動きやすく、汚れてもよい服装
で
　☆赤ちゃんといっしょ！だっこでお
はなし＝a２１日（金）午前１０時半～１１
時c絵本の読み聞かせとわらべ歌e０
歳児とその保護者
　☆将棋大会＝a２６日（水）午後３時
からe小学生d東久留米将棋研究会
　☆夏祭り＝a７月１３日（土）午後０
時４５分～３時c小・中学生によるお店、

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

ゲーム、食べ物などe小・中学生k６
月２２日（土）午前９時から参加券（１
枚１００円、２００枚。払い戻し不可）を頒
布します
 

　☆おはなしの日＝a６月１８日・２５日
のいずれも火曜日午前１１時～１１時２０分
c絵本の読み聞かせ、手遊びなどe幼
児dみくりおはなしの会
　☆赤ちゃんひろば＝acedh①
１９日（水）午前１０時半～１１時半。「親子
のコミュニケーションワークとティー
タイム」。０歳児とその保護者。講師は
炭田契恵子氏。飲み物持参②２６日（水）
午前１０時半～１１時半。「ベビーマッサー
ジ」。０歳児とその保護者。講師は渡辺
直子氏。バスタオル、オムツ、飲み物（母
乳可）持参f先着各２５組g①は無料。
②はオイル代２００円k６月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「６
月誕生会＆色水遊び」。１・２歳児。２７
日が「６月誕生会＆七夕工作」。３・４
歳児。いずれも木曜日午前１０時半から
　☆じゃがいも掘り＝a２９日（土）午
前１０時半からb並木農園（神宝町二丁
目）e幼児とその保護者f５０組程度g
１組３００円（２株分）j雨天の場合は３０
日（日）に延期k６月１５日（土）午前
１０時から受け付け
　☆「夏まつり」参加券の頒布＝c７
月６日（土）に開催する「夏まつり」
の参加券（１枚１５０円、先着２００人）を
６月１９日（水）午後３時から頒布しま
すe４歳児～高校生年代（幼児は保護
者同伴で）j小学生の子どもスタッフ、
中学・高校生年代のボランティアスタ
ッフを募集中
 

子どもショートステイのご案内
　子育て中の方が、病気や出産、冠婚
葬祭、育児疲れなどで、一時的にお子
さんの養育にお困りのときに利用する
ことができます。
　b市が委託している近隣市の児童養
護施設c利用日数・時間は次の通り。
①宿泊＝１回につき６泊７日まで。原
則、午前１０時～翌日午前１０時②日帰り
＝原則、午前１０時～午後８時e１歳６
カ月児～小学６年生の児童f１日２人
以内g宿泊が１泊につき２歳児以上
３,５００円、２歳児未満４,０００円。日帰りが
１回につき２歳児以上２,５００円、２歳児
未満３,０００円。なお、生活保護世帯、市
民税非課税世帯は免除があります。食
費は１食につき４００円（実費）kl利
用希望日の７日前までに（緊急の場合
を除く）子ども家庭支援センター緯
４７１・０９１０へ
 

　☆手作り布おもちゃの会＝a６月１８
日、７月２日、いずれも火曜日午前１０

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

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
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２２００１９１８１７１６１１５５１１４４

２２７７２６２５２４２３２２２２１１
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　５日間の集中レッスンで、効果的な泳力向上
を目指します。なお、東京ドームグループの泳
力判定により実施します。種目などの希望は考
慮できませんので、ご了承ください。
　aコース別に次の通り。Ａ＝７月２２日（月）
～２６日（金）、Ｂ＝７月２９日（月）～８月２日（金）、
Ｃ＝８月５日（月）～９日（金）。時間はいずれ

も午前７時半～９時bスポーツセンターe小
学生（同センタースイミング教室に既に通って
いる方は中級６級まで）f各コース３０人（応募
者多数の場合は抽選）g３,１５０円と施設利用料５
日分k７月５日（金）までに（必着）、往復はが
きに当教室名・希望コース・住所・氏名・年齢
（学年）・電話番号・保護者氏名、教室参加経験
者はそのときの認定級を記入の上（返信用にも
住所・氏名を書いて）、〒２０３－００１１、大門町２
－１４－３７、スポーツセンター宛て郵送をl同セ
ンター緯４７０・７９００

スポーツセンター主スポーツセンター主催催
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市民自主企画講座
「体罰なき教育は日本の伝統」
　日本の教育文化の本流は体罰否定論
であったことを、歴史を繙（ひもと）
き再認識する講座です。企画・運営は
「ポラリスの会」。
　a７月２７日（土）午後２時～４時b
生涯学習センター集会学習室１・２c
テーマ「体罰教育」e市内在住・在勤・
在学の方f４０人d法政大学講師で往来
物研究家の小泉 吉  永 氏k電話（４７７・

よし なが

４７００）またはファクス（同）で市文化
協会（電話受け付けは第４月曜日を除
く平日午前９時～午後５時）へ講座名・
氏名・住所・電話番号をお知らせくだ
さい
　詳しくは同協会へ。
 

市の奨学資金制度をご利用ください

　教育委員会では、勉学意欲がありな
がら経済的事情により高等学校などへ
の就学が困難な市内在住の高等学校に
在学している方を対象とする「奨学資
金制度」を設けています。
　給付金額は都立高校が月額５,０００円、
私立高校（高専・専修学校を含む）が
月額１万円です。
　この事業は「奨学金制度」であるため、
給付の認定に当たっては所得を証明す
る書類により経済的状況を判断すると
ともに、学業成績により総合的に判断
しますので、ご希望に添えない場合も
あります。
　k６月１７日（月）～７月１９日（金）
に、教育部総務課（市役所６階）で配
布する用紙に必要事項を記入の上、直
接同課へl同課☎４７０・７７７５
湧水や河川を守るために
宅地内へ「雨水浸透ます」の設置
にご協力ください
　地表面のコンクリートやアスファル
ト化などによる雨水の地下浸透量の減
少は、湧水や河川の水量に影響を与え
ます。雨水浸透ますは屋根に降った雨
水を地下へ戻し、地下水をかんようす
る効果が期待できます。市内の豊かな

水辺環境を保全するため、皆さんのご
協力をお願いします。
◎既存住宅への雨水浸透ますの設置に
は、設置補助金制度を利用できます
　c補助金額は設置状況により、経費
の全部または一部e敷地が１,０００愛未
満の既存の個人住宅（新築、増築など
を除く一般住宅）を所有する方l市指
定下水道工事店（市ホームページ参照）
または環境政策課緯４７０・７７５３
愛のひと声運動のシンボルとして
「健全育成標語」を募集します
　東久留米市愛のひと声運動実施委員
会では、青少年の健やかな成長を願っ
て、地域の皆さんの参加・協力で運動
を展開しています。
　この運動は、青少年に正しい日常生
活のルールや思いやりの気持ちを持っ
てもらうため、励ましの言葉や注意の
ひと声を掛けて、非行や事故から守る
「愛のひと声運動」です。
　cテーマは「愛のひと声運動の趣旨
に沿った青少年健全育成を呼び掛ける
標語」e市内在住・在学の小学５・６
年生および中学生j応募作品から優秀
作品を選び、賞状と記念品を贈呈。なお、
優秀作品の著作権は、実施委員会が保
有し、応募作品は返却しませんので、
ご了承くださいk６月２１日（金）まで
に（必着）、通学している小・中学校、
または子育て支援課（市役所２階）へ
ご提出くださいl同課子育て支援係緯
４７０・７７３５
生涯学習センター（まろにえホール）
夏休み！　わくわくドキドキ
まろにえダンスワークショップ
　カラダを「のびのび」「ぐるぐる」
「ふにゃふにゃ」「パキパキ」、いろん
な遊びをしていたら、いつの間にかダ
ンスしちゃっているかも。プロダンサ
ーの井上大輔氏と一緒に楽しくカラダ
で遊びながら、自分にしかできない自
由なダンスを体験してみよう。ダンス
が得意ではない方も歓迎です。　
①わくわくクラス
　a７月３１日（水）、８月１日（木）・
２日（金）は午前１１時～午後１時、３
日（土）は午前１０時～午後３時。３日
は小さな発表会を開催予定e小学１年

～３年生で４日間参加可能な児童
②ドキドキクラス
　a７月３１日（水）、８月１日（木）・
２日（金）は午後２時～５時、３日
（土）は午前１０時～午後３時。３日は
小さな発表会を開催予定e小学４年～
６年生で４日間参加可能な児童
《①②共通事項》
　b生涯学習センターf２０人（応募者
多数の場合は抽選）g４日間で３,０００円
kl７月６日（土）までに同センター
緯４７３・７８１１へ
認知症の母の入院費が払えない！
そのときに慌てないための
「成年後見（法定・任意）制度説明会」
　入院した母（認知症）の代わりに銀
行へ行ったら、「成年後見人を付けてく
ださい」と言われました。特に８０歳代
の親と別居する６０歳代の子どもから多
く寄せられる相談です。万が一のとき
に慌てないための「成年後見（法定・
任意）制度説明会」を開催します。
　また、後見人の支援を受けながらも、
選挙権が得られるように制度が変わろ
うとしています。高齢者の支援だけで
はなく、親亡き後の知的障がい者の後
見人などとして活躍する司法書士から、
事例を交えてお話を伺います。
　a７月２４日（水）午前１０時～正午b市
役所７階７０１会議室f４０人d司法書士
の 長  田  薫 氏g無料k当日直接会場へ

おさ だ かおる

l成年後見制度推進機関緯４７９・０２９４
住民参加型有償家事援助サービス
「ふれあいサービス」のご案内
　市社会福祉協議会（以下、社協）で
は、高齢者や障がい者、産前・産後の
方を対象に、家事・買い物・付き添い
などのお手伝いをしています。社協会
員同士の助け合いの活動で、利用会員
と協力会員をおつなぎします。
　▼利用について　料金は１時間につ
き８００円～１,０００円です。利用を希望す
る方は、社協地域福祉係緯４７３・０２９４
へ問い合わせてください。担当が訪問
して、ご説明します。
○協力会員希望者への説明登録会
　a①７月２日（火）午前１０時から②
７月１１日（木）午後１時半から（いず
れも要予約）。所要時間は２時間程度b
わくわく健康プラザ２階社協会議室c
希望する活動内容や日時を登録し、で
きることを利用会員に提供します。謝
金は１時間８００円～１,０００円。なお、地
域により紹介までに時間がかかる場合
がありますl社協地域福祉係
東久留米市ファミリー・
サポート・センター事業説明会
　地域で子育てを応援する有償の活動
です。利用者、協力者合同の説明会を
開催します。
　ab①７月９日（火）午前１０時から、
東部地域センター会議室１②７月１７日
（水）午前１０時から、生涯学習センタ
ー集会学習室５。所要時間は約１時間
半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へ。
 

 崖 やよう 壁 などの崩壊に
がけ へき

ご注意ください
　梅雨の時期は、長雨や集中豪雨で地
盤が緩み、崖やよう壁などの崩壊が起
こりやすくなります。特に、危ない崖
や不完全なよう壁で覆われている所に
ある家では、大きな被害を受けるばか

ガ イ ド

りでなく、隣接する方の生命、財産に
まで危険を及ぼすことにもなります。
　日ごろから家の周囲の安全を確かめ、
危ない石積みや土留めなどは補強改善
し、雨水の排水をよくするなどして、
安全対策に心掛けましょう。すでに、
関係機関から改善
などの措置を取る
よう勧告を受けて
いる方は、補強、
改良などの工事を
行ってください。
なお、宅地造成等規制法で定められた
区域内で一定の高さ以上の切土・盛土
をしたり、よう壁などを築造するとき
は、事前の許可が必要になりますので、
ご注意ください。
　l都多摩建築指導事務所開発指導第
二課緯０４２・３６４・２３８６
自衛官募集
○一般曹候補生
　▼資格　１８歳以上２７歳未満の男女▼
試験日（一次試験）　 ９月１６日（祝）・
１７日（火）▼受付期間　８月１日（木）
～９月６日（金）
○自衛官候補生
　▼資格　１８歳以上２７歳未満の男女▼
試験日　男子＝受け付け時にお知らせ
します。女子＝９月２２日（日）～２６日
（木）の指定された日▼受付期間　男
子＝年間を通じて随時。女子＝８月１
日（木）～９月６日（金）
○航空学生（パイロット養成コース）
　▼資格　２１歳未満で高校卒業（見込
み）の男女▼試験日（一次試験）　 ９
月２１日（土）▼受付期間　８月１日（木）
～９月６日（金）
○看護学生（看護師養成コース）
　▼資格　２１歳未満で高校卒業（見込
み）の男女▼試験日　１０月１９日（土）
▼受付期間　９月５日（木）～３０日（月）
《共通事項》
　i資格の対象年齢は２５年４月１日現
在時です。受付期間は締切日に必着で
すl防衛省国分寺募集案内所（東久留
米市担当） 時 
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 谷 緯０４２・３２４・１０１０
や

　夏は電気使用量が増加する季節
です。皆さんが少しずつ節電の努
力をすることが、安定した電力供
給につながります。さらに、一人
ひとりの節電がＣＯ２（二酸化炭
素）削減に、ひいては地球温暖化
防止に貢献します。
　ご家庭でも、「エアコンのフィル
ターの掃除をする」「冷蔵庫のドア
の開閉を減らす」など、身近なこ
とで無駄を省くことが大切です。
◆事業所向け省エネ診断のご案内
　中小規模事業所に専門家が直接
お伺いし、「経営に優しいコスト削
減」と「環境にやさしいＣＯ２削
減」の両立を無料で支援します。
　詳しくはクール・ネット東京緯
０３・５３８８・３４３９へ。

◆家庭向け省エネアドバイザー制
度のご案内
　都認定のアドバイザーがご家庭
に訪問し、すぐにできる省エネ・節
電のコツを無料でアドバイスしま
す。自治会の集会やイベントなど
の講師としても活用いただけます。
　詳しくはクール・ネット東京緯
０３・５３８８・３４２２へ。

【参考】１カ月当たりの電気
　料金の目安（単位：円）

集合住宅戸建住宅区分

４,４００円５,４００円単身世帯

６,３００円７,７００円２人世帯

７,４００円９,１００円３人世帯

９,３００円１１,４００円４人以上世帯
【出典】京都議定書の削減約束達成に
　向けた「国民行動の目安」（１７年７月
　経済産業省・環境省）

今年も「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季ににににににににににににににににににににににににににににににににににおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」に
ご協力をお願いします




