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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

24.　11.　15

○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出）緯４７７・１１１５
○中央図書館　緯４７５・４６４６（月曜・火曜日が午前１０時～午後６時。水曜・木曜日が午後８

時まで。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）
○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、祝日が午前９時～午後９時半）
○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

住の方で、接種日に①６５歳以上の方②
６０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
極度に制限される程度の障害がある方
（身体障害者手帳１級程度の障害を有
する方で、手帳の写しが必要）g２,２００
円（一人１回のみ）。非課税世帯は有料
です。生活保護受給者などは無料です
が、受給証明書の提出または中国残留
邦人等本人確認証の提示が必要です
▼実施医療機関　左表の通り。　※近
隣市（西東京市・小平市・東村山市・
清瀬市）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２８
日〈金〉まで。ただし、西東京市は２５
年１月３１日〈木〉まで）。i近隣市で接
種を受ける際は東久留米市の予診票が
必要です。予診票は、市内の委託医療
機関窓口のほか、市役所１階総合案内
窓口、上の原・ひばりが丘・滝山の各
連絡所、わくわく健康プラザ内健康課
予防係で配布していますl同係緯４７７・
００３０

４カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　a１１月２９日（木）午後０時半～１時
半受け付け。６カ月未満児でＢＣＧ予
防接種のみの方は午後１時半～２時４５
分受け付けbわくわく健康プラザe２４
年７月９日～７月２９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
１歳６カ月児健康診査
　a１１月２２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４月２１日～５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
子ども相談
　a１１月２１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

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・紙パック類
…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）

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。
　接種を受ける際は、年齢・住所が確
認できる健康保険証などを持参の上、
下表の実施医療機関で配布する説明書
を必ず読んでから接種してください。
　a実施期間は２５年１月３１日（木）まで。
ただし、日曜日、祝日、医療機関の休
診日を除く。　※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。e市内在

【 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２４年１１月１日現在＞　人口１１５,８５５人（うち外国人１,５８４人）／前月比３３増
男５７,０６４人／前月比２３増　女５８,７９１人／前月比１０増　世帯数５１,３５５／前月比４２増
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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
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
４６１・２９６７南沢４－３－２鹿島医院
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

11月23日（勤労感謝の日）のごみ収集は
　１１月２３日は金曜日の祝日ですが、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。

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１８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２５日＝たかはしクリニック（本町２－３－４、緯４７９・１８００）
　【歯科】
　１１月１８日・２３日・２５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１８日・２５日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　１１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。
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【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

24.　11.　15

不活化ポリオワクチンの追加接
種が定期予防接種になりました
　追加接種（４回目）について、公費
負担（無料）で接種できるようになり
ました。
　【接種回数・間隔】１期追加＝初回接
種３回目終了後、６カ月以上の間隔を
空けて１回（初回接種３回目終了後１
年〜１年６カ月が標準）。
　l健康課予防係緯４７７・００３０
食事相談・健康相談
　a１１月２０日（火）午前９時半〜１１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〜高齢者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。
 

　☆幼児のつどい＝ace１１月１５日
（木）午前１０時〜１１時半が「楽器を作
ろう」、３・４歳児。２２日（木）午前１０

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

時〜１１時１５分が「楽器を作ろう」、２歳
児。２９日（木）午前１０時〜１１時半が「ク
リスマス会の練習」、３・４歳児。
　☆折り紙教室＝a２０日（火）午後３
時〜４時半e幼児〜中学生d大泉光子
氏
　☆粘土工作教室＝a２５日（日）午前
１０時〜１１時半cサンタの人形を作りま
すe小学生f先着２５人d小林みゆき氏
k１１月１８日（日）午後５時まで受け付け。
本人か家族の方が直接申し込みを（電
話不可）
　☆ひよこタイム＝ac２７日（火）午
前１１時〜１１時２０分が「手遊び、絵本な
ど」、１１時２０分〜正午が「触れ合いタイ
ム」e０歳〜２歳児
 

　☆幼児のつどい＝ac１１月１５日が
「楽器遊びと１１月の誕生会」、２２日が
「クリスマス工作」、２９日が「ミニコン
サート（デュークエイセスの大須賀ひ
でき氏を招いて、秋の歌を楽しみま
す）」。いずれも木曜日、午前１０時半か
らe幼児
　☆ぽかぽかタイム＝ae２１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
　☆囲碁の日＝a２１日・２８日のいずれ
も水曜日、午後３時からe小・中学生
d囲碁連盟

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

　☆ハッピータイム＝a１２月７日（金）
午前１０時半からc親子ヨガe１歳未満
の乳児とその保護者f１０組d中島真美
氏k１１月２４日（土）午前９時半から受
け付け（電話可）
　☆クリスマス会＝a１２月１５日（土）
午後２時からc人
形劇（おはなしく
ぬぎ）、ハンドベル、
ダンス、マジック
などe小学生１００
人k１１月２４日（土）
午前９時半から参
加整理券（無料）
を配布i整理券のない方も当日入場で
きますが、プレゼントをもらえない場
合があります
 

　☆幼児のつどい＝ac１１月２２日が
「クリスマス会の練習①」、２９日が「ク
リスマス会の練習②」、１２月１３日が「ク
リスマス会」。いずれも木曜日、午前１０
時半〜１１時半e幼児
　☆ビーズ工作教室＝a２４日（土）午
後１時半からcビーズを使って、かわ
いいマスコットを作りますe幼児（保
護者同伴）〜中学生f１００人d丸実会
　☆おはなしの日＝a２８日（水）午前
１１時〜１１時半c手遊びと絵本の読み聞
かせe幼児
　☆将棋教室＝a２８日（水）午後３時
からe小・中学生d東久留米市将棋研
究会
　☆クリスマス会＝a１２月１５日（土）
午後１時半からcマジックやダンスな
ど、子どもたちが出し物を考えます（内
容は小学生向け）e４歳児（保護者同
伴）〜中学生f２００人k１１月２４日（土）午
前９時から参加整理券（無料）を配布
i整理券のない方も当日入場できます
が、プレゼントをもらえない場合があ
ります
　☆臨時閉館のお知らせ＝１２月１５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２０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＝ac①２１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。
飲み物持参②２８日が「ベビーマッサー
ジ」。定員先着２５組。講師は渡辺直子氏。
オイル代２００円（当日集金）。バスタオル、
オムツ、飲み物持参。①②のいずれも
水曜日、午前１０時半〜１１時半e０歳児
とその保護者k①は当日直接会場へ②
は１１月２１日（水）午前９時から受け付
け（電話可）
　☆幼児のつどい＝ace２２日が３・
４歳児、２９日が１・２歳児。「１１月・１２
月お誕生会＆クリスマス会練習」。いず
れも木曜日、午前１０時半から

（ ）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

　☆お母さんと絵本＝a２７日（火）午
前１０時半〜１１時１５分c絵本の読み聞か
せや素話、手遊びなど。東部図書館の
職員によるお話e幼児
　☆クリスマス会＝a１２月１５日（土）
午後２時半〜４時e４歳児（保護者同
伴）〜小学生f１５０人k１１月２４日（土）午
前１０時から参加券（無料）を配布。同
館受け付けで直接申し込みを（電話不
可）
　☆臨時閉館のお知らせ＝１１月２３日
（祝）は、設備点検のため閉館します
 

　☆ひばＣＡＦＡ＝a１１月１６日（金）
午前１０時半〜１１時２０分c助産師の佐藤
美雪氏を囲んで、気軽にお話しましょ
うe乳幼児とその保護者
　☆ぴよぴよママの会＝a２１日（水）
午前１０時〜１１時半c助産師による体重
測定、子育て相談などe０歳児とその
保護者hバスタオル、母子手帳j保育
あり（先着３人。前日までに要予約）
　☆幼児のつどい＝ace２２日（木）
午前１０時半〜１１時１５分が「新聞紙遊び」。
あひる（２歳６カ月
〜４歳児）。２９日（木）
午前１０時半〜１１時１０
分が「クリスマス会
準備」。うさぎ（１歳
１カ月〜２歳６カ月
児）
　☆手芸の日＝a２３
日（祝）午前９時〜午後４時c写真フ
レームを作ろうe小学生f先着３０人k
当日受け付け
　☆すくすく広場＝a２８日（水）午前
１０時半〜１１時半cわらべ歌で子育てe
０歳児とその保護者f先着１５人d原悠
子氏k１１月２１日（水）午前９時から受
け付け（電話可）
 

 

　☆手作り布おもちゃの会＝a１１月２０
日（火）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
k１１月１９日（月）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」＝a１１月２８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。
要予約）k当日直接会場へ
 

　☆なかよし広場＝ab１１月２０日（火）
は第一小学校で、２７日（火）は第六小
学校で。いずれも午前１０時〜１１時半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

（ ）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

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１
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オンラインゲームのトラブル
Ｑ．インターネットのオンラインゲ
ームで、お金をかけて苦労して手に
入れたアイテムが消えてしまった。
これは自分の財産であり所有権があ
ると思うので、元に戻してほしい
Ａ．愛着のあるキャラクターや苦労
して得たアイテムが消失するのは災
難としか言いようがありませんが、
ゲーム運営会社の利用規約には、通
常、アイテムの消失について一切責
任を負わない旨が定められています。
アイテムを「物」として所有権を認め、
損害賠償請求をするのは難しいだろ
うと考えられているのが現状です。
　インターネット上で利用できるサ
ービスは流動的で、 時  々  刻  々 と変化

じ じ こっ こく

しています。いま楽しんでいるゲー
ムも、いつまでも継続して遊べる保
証はありません。アイテムを増やし
たり、強くしたりするために高額の
課金をするときには「それは形がな
く補償されないものだ」という認識
を持つ必要があるのではないでしょ
うか。またゲーム内での禁止行為に
は、法律違反として著作権・肖像権

侵害、薬物売買行為のほか、有害行
為として、わいせつ表現、暴力表現、
 誹  謗 中傷、あらし行為（利用者に対
ひ ぼう

する嫌がらせ）などがあります。
　ゲーム運営会社はゲーム内の監視
を実施しており、システム・目視・
ユーザーからの通報を通じて違反行
為を検知しています。違反行為が確
認されると警告・利用停止・再入会
禁止などの措置を取ります。中には
「規約違反の覚えがないのに退会さ
せられた」という相談もありますが、
違反と思われる行為の内容を明らか
にすると監視をすり抜けることがあ
るため、詳細を知らせないのが一般
的です。ルールや禁止事項はそれぞ
れのゲームによって異なります。利
用しているオンラインゲームの利用
規約をよく確認しましょう。
　オンラインゲームでは、次々と新
しく楽しそうなイベントが開催され
ます。ゲームの時間が長くなり高額
の料金を使ったり、その中の人間関
係に縛られたりしがちです。熱中す
るあまり現実の社会生活に支障をき
たさないよう、くれぐれもご注意く
ださい。
《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

　１０月１日に東久留米市消防団が、地域消
防の発展に尽力し、特に優れた業績を上げ
たと認められたため、「消防・災害対策功労」
として、都知事から表彰されました。
　詳しくは防災防犯課緯４７０・７７６９へ。
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公益社団法人東久留米市シルバー
人材センター会員募集
〜あなたの知識・技能・経験を生かし
ませんか〜
　「就職は望まないが何らかの収入を
得たい」「地域に貢献したい」という、
健康で意欲のある方は入会説明会にご
来場ください。
　a１１月２１日（水）午後１時半から２時
間程度（毎月開催しています）bシルバ
ー人材センター２階会議室（下里４－
１－４４）e市内在住の原則６０歳以上で
同センターの趣旨に賛同頂ける方h年
度会費２,０００円、顔写真（４唖×３唖）１
枚、筆記用具、郵便貯金通帳、認め印、
本人確認書類l同センター緯４７５・
０７３８
 

公立昭和病院「第９回市民公開講座」
　今回のテーマは、消化器外科の三木
健司氏と認定看護師の小湊裕美子氏に
よる「大腸がんの治療と快適な療養に
ついて」です。気軽にご参加ください。
　a１２月１日（土）午後２時〜３時半
b公立昭和病院内講堂k当日直接会場
へl同病院医事課医事係緯４６１・００５２
（内線２１７０）
「地酒ひがしくるめ　七福神純米酒」
好評販売中
　東久留米酒販組合では、２５年１月１２
日（土）に開催される「２０１３開運！東
久留米七福神めぐり」を記念し、今年
も「地酒ひがしくるめ　七福神純米酒」
（７２０ml入り、１,０９０円）を、１１月１日
から期間限定で販売しています（１月
末日販売終了予定）。縁起物の日本酒を
暮れの贈り物に、またはお正月の開運
祈願などにいかがでしょうか。
　詳しくは同組合ホームページ（http:
//higashikurume-syuhan.com/）
ＭＸテレビの放送周波数が
変わります
　ＭＸテレビ（東京メトロポリタンテ
レビジョン）は、東京スカイツリーへ
の送信所移転に伴い、放送周波数が変
わります（１０月〜来年３月にかけて）。
リモコンチャンネル９は変わりません。
　①デジタルテレビの多くは自動的に
放送周波数の再設定を行う機能があり
ますので、ほとんどの世帯で手動での
対応は不要です（テレビのコンセント
を抜いていると、自動再設定機能が働
かない場合があります）。
　②J－COMにご加入の世帯は、対応
の必要がありません。
　一部の自動再設定機能がないテレビ
の場合は、手動による再設定が必要に
なります。１１月中旬以降、ＭＸテレビ
の画面にブロックノイズが出るなどの
症状が出た場合は、手動による再設定
が必要です。再設定の方法は、テレビ
の取り扱い説明書をご覧いただくか、
ＭＸテレビのスカイツリー移転コール
センター緯０５７０・００・１４００（午前９時
〜午後９時）へ問い合わせてください。
　また、テレビ以外の地デジチューナ
ー、録画機、ワンセグ携帯、パソコン
テレビ、車載テレビなどでも、放送周
波数変更に対応する必要があります。
　詳しくはTOKYOMXホームページ
（www.mxtv.co.jp）またはデータ放送
をご覧ください。
しごとセンター多摩の就業支援
①全年齢対象「合同就職面接会」
　a１２月１４日（金）午後１時〜４時（受
け付けは午後０時半〜３時半）b東京し

ガ イ ド

ごとセンター多摩（国分寺市南町三丁
目）cおおむね２０社の企業が参加予定h
履歴書（複数枚）k当日直接会場へ
②５５歳以上対象
「面接対策セミナー（立川会場）」
　a１２月６日（木）午前１０時〜正午b立
川商工会議所（立川市曙町二丁目）f先
着３０人（予約制）
「合同就職面接会（立川会場）」
　a１２月６日（木）午後１時半〜４時半
（受け付けは１時〜３時半）b立川商工
会議所cおおむね７社の企業が参加予
定h履歴書（複数枚）k当日直接会場へ
③女性対象「１日でわかる再就職のポイ
ント（昭島会場）」
　a１２月１７日（月）午後１時半〜４時半
b昭島市民会館・公民館（昭島市つつじ
が丘三丁目）f先着５０人（予約制）j託
児あり（予約制。対象年齢条件などあり）
④３０歳〜４４歳対象
「就活ワークトレイン多摩」
　a２５年１月１６日（水）〜２４日（木）の午前
１０時〜午後５時（日程により変動あり）
b東京しごとセンター多摩f１５人（選考
あり）j詳細は同センターへ
⑤３４歳以下対象「実践！採用担当者に選
ばれる応募書類＆面接対策講座」
　a１２月１９（水）・２０日（木）午後１時
半〜４時半b東京しごとセンター多摩
c１日目「応募書類対策講座」、２日目
「面接対策講座」f先着３０人（予約制）
⑥３０歳〜５４歳対象「実践！採用されるた
めの応募書類・面接対策講座」
　a１２月１２日（水）午後１時〜５時b東
京しごとセンター多摩f先着５０人（予約
制）
⑦５５歳以上対象「自分を活かす！再就職
対策講座」
　a１２月５日（水）午後１時半〜４時半
b東京しごとセンター多摩f先着５０人
（予約制）
　l東京しごとセンター多摩緯０４２・
３２９・４５２４

 

岩崎恭子さんの水泳教室
　バルセロナオリンピック金メダリス
トの岩崎恭子さんを招いて、水泳教室
イベントを行います。
一緒に来年のスポー
ツ祭東京２０１３と２０２０
年オリンピック・パ
ラリンピック東京招
致を盛り上げましょ
う。
　ゲストとして市内
在住のロンドンパラリンピック銅メダ
リスト小山恭輔さんも参加します。
　ae１２月２日（日）午前１０時〜１１時
半が「小・中学生の部」、午前１１時４５分
〜午後１時１５分が「一般の部（高校生
以上）」　 ※市内在住・在勤・在学の方。
bスポーツセンター温水プールc水泳
指導、質問コーナーなどf先着各５０人
g無料i受け付け開始時点で定員を超
えた場合は抽選になります。電話申し
込みも可能ですが、受付開始直後はつ
ながりにくくなることが予想されます
k１１月２１日（水）午後１時から、直接同
センター窓口へl同センター緯４７０・
７９００
プール休場のお知らせ
　岩崎恭子さんの水泳教室のため、ス
ポーツセンター温水プールは、１２月２
日（日）は午後２時半から一般開放し
ます。
　なお、プール以外は、平常通り利用
できますl同センター緯４７０・７９００
秋季市民バドミントン市民大会
〜市バドミントン連盟主催
　a１２月９日（日）午前９時半集合b
スポーツセンターc男女とも１部〜
３部の個人ダブルス戦e市内在住・在
勤・在学の高校生以上の方g１チーム
２,４００円k１１月２９日（木）までに（必
着）、はがきに氏名・希望の部・電話番
号を記入の上、〒２０３－００５１、小山５
－５－９、福田行高宛て郵送をl同連
盟・山口緯４７３・２１６２（夜間）
 

東久留米発
「科学の本の読み聞かせ」
科学技術コミュニケーション推進事業
　東久留米で生まれ、全国に広がる科
学の本の読み聞かせを、講演や実践を
体験しながら楽しく学びます。
　子育て中の方、読書活動や教育に関
心のある方、科学とコミュニケーショ
ンを実践したい方など、ぜひご参加く
ださい。協力は科学の本の読み聞かせ
の会「ほんとほんと」。
　a１２月２日（日）午
後１時半〜４時半b東
部地域センター講習室
c①講演「かがくのと
もと私〜自然との出会
い、人との出会い」。講
師は編集者の澤田精一
氏②科学の本の読み聞かせ体験g無料
k当日直接会場へ
よもう！　あそぼう！　かがくの本
〜読む本「みるかがみ　あそぶかがみ」〜
　本と同じように鏡を使って、実験し
ながら絵本を楽しみます。小学生向け。
　a１２月２日（日）午前１０時〜１１時b
東部地域センター講習室g無料k当日
直接会場へl中央図書館緯４７５・４６４６

 

第179回市民プラザ・ロビーコン
サート
〜あんなうた・こんなうた・みんなの
うた〜
　a１１月２４日（土）午後２時〜３時b
市役所１階屋内ひろばc出演は古市尚
子（歌）、竹田史子（ピアノ）、佐藤裕
子（ヴァイオリン）の各氏。主な曲目
はオペラ『リナルド』より「涙の流れ
るままに」、花かげ、君の名は、情熱大
陸、スタンド・アローンほかg無料k
当日直接会場へl市民プラザ緯４７０・
７８１３
 

薬湯の日“ショウガの湯”
　ab１２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産業振興課労政商
工係緯４７０・７７４３
多摩六都フェア「多摩北部５市
美術家展」（第25回圏域美術家展）
　多摩北部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作品（絵画）を展
示します。ぜひご鑑賞ください。主催
は多摩北部都市広域行政圏協議会、企
画は圏域美術家展実行委員会。
　a１１月２７日（火）〜１２月２日（日）午
前９時〜午後６時（２日は午後５時ま
で）b清瀬市郷土博物館ギャラリー（清
瀬市上清戸２－６－４１）　 ※西武池袋
線清瀬駅北口から徒歩約１０分。g無料
l同博物館緯０４２・４９３・８５８５
 

シネマｄｅおしゃべり
上映映画「マイライフ・アズ・ア・
ドッグ」
〜男女平等推進センター主催
　多様な生き方を尊重する人間関係の
中での、成長をテーマとする作品を鑑
賞し、上映後お茶を飲みながらおしゃ
べりをします。
　a①１１月３０日（金）午後７時〜９時
②１２月１日（土）午前１０時〜正午b男
女平等推進センター会議室c（映画紹
介）１９５０年代のスウェーデンを舞台に
つづられる、短い夏の記憶、最愛の母と
の思い出。いつか子どもの時間が終わ
り、大人への第一歩を踏み出していく
少年の姿をみずみずしく描き出す。か
つて子どもだった、すべての大人たち
へ。監督はラッセ・ハルストレム（１９８５
年。１０２分。スウェーデン）f①②のい
ずれも先着２４人g無料j２歳〜未就学
児の保育あり。１１月１６日（金）〜２１日
（水）に要予約kl１１月１６日（金）〜
２８日（水）に、氏名・電話番号・保育
を希望する方はお子さんの氏名・年齢
を電話または直接、同センター緯４７２・
００６１（火曜日休館）へ

出演の左から古市尚子・竹田史子・佐藤裕子
の各氏

壊れたおもちゃの受け付けは
終了しました。


