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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.　8.　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

地域センター講習室２・３ほかでcゴ
ムバンドを使った体操、ストレッチ。
自宅で一人でもできる体操です。１０月
２９日（月）に「おさらい教室」もあり
ますe市内在住で６５歳以上の方。ただ
し、次の方は参加できません▼心臓病、
血圧が高い、足腰の痛みなどで運動が
困難な状態の方▼要介護・要支援認定
を受けている方▼医師から運動を止め
られている方fＡコース２０人、Ｂコー
ス１５人　※先着順。初めての方を優先。
g無料h運動靴（バレエシューズなど
は不可）、飲み物、筆記用具、タオル　
※運動のできる服装で。kl８月１５日
（水）～２４日（金）に電話で介護福祉
課地域ケア係☎４７０・７７５０へ
食事相談・健康相談
　a８月２１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

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）
　８月１９日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　８月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】
　８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）
　８月１９日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　８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）

４カ月児健康診査・BCG予防接種
　a８月３０日（木）午後零時半～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４月３日～４
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

３歳児健康診査
　a８月２３日（木）午後零時半～１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２１
年７月１７日～８月１０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
　a８月２９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）

　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。

秋の胃がん検診
　a９月２４日（月）・２５日（火）・２６日
（水）・２８日（金）、１０月１日（月）・２
日（火）・１２日（金）・１７日（水）・１９日
（金）・２３日（火）・２６日（金）・２９日（月）・
３０日（火）・３１日（水）、いずれも午前
中bわくわく健康プラザc問診と胃部
レントゲン検査（バリウム）e市内在
住で２５年３月末までに４０歳以上となる
方。ただし、次の方はご遠慮ください。
①春の胃がん検診を受けた方②自力で
検診車に登れない方③過去に胃・十二
指腸・肺の手術を受けたことがある方
④最近、６カ月以内に胃の検査を受け
て異常があると診断された方や現在治
療中の方⑤腸 閉  塞 の既往がある方⑥ 誤 

へい そく ご

 嚥 を起こしたことのある方⑦以前にバ
えん

リウムを使用した検
査で過敏症があった
方。なお、神経内科
に受診している方、
朝に必ず飲まなけれ
ばならない薬がある
方は事前にご相談く
ださいf各日５０人g

５００円（生活保護受給者・中国残留邦人
等支援給付対象者は無料。ただし、生
活保護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）k８月２４日（金）までに（消印有
効）、一人１枚の往復はがきの往信面の
裏に（封筒も可。ただし、切手を貼っ
た返信用のはがきまたは封筒も必要）、
①「胃がん検診希望」②住所③氏名
（ふりがな）④生年月日⑤年齢⑥性別
⑦電話番号⑧第１～第３希望日（いず
れの日でもよい場合はその旨）を記入
の上（返信面の表に住所・氏名を書い
て）、〒２０３－００３３、滝山４－３－１４、

わくわく健康プラザ内、健康課特定健
診係あてに郵送してください。　※８
月１５日（水）午前８時半からは電子申
請でも受け付けます。なお、希望する
日の申込者が多数の場合は、受診でき
ない場合もありますので、ご了承くだ
さい。例年、９月に応募が集中する傾
向にあります。なお、東日本大震災に
より、東久留米市に避難されている方
は、無料で受診できますので、問い合
わせてください。l健康課特定健診係
☎４７７・００１３
９月１日から不活化ポリオワクチ
ンの定期接種を開始します
　９月１日以降、生ワクチンから不活
化ワクチンに一斉に切り替わります。
これに伴い秋の集団接種は中止となり
ます。なお、既に生ワクチンを２回受
けている方は不活化ワクチンの接種は
不要です。
　▼対象年齢　生後３カ月～７歳６カ
月になる２日前　※２２年１２月１日以降
に生まれて接種が終わっていない方に
は通知を発送します。詳細は市ホーム
ページをご覧ください。l健康課予防
係☎４７７・００３０
足腰らくらく体操教室
～実践！自宅でできるお手軽トレーニ
ング～
　高齢者が早く歩けることは、元気で
長生きにつながると言われています。
そこで今回、足腰を鍛えるために、ゴ
ムバンドを使った簡単な体操をご紹介
します。「最近、足腰が弱ったかな」と
気になっている方、ぜひご参加を。体
操を覚えて、らくらく歩けるようにな
りましょう。各コースとも３日間を通
しての参加となります。
　ab①Ａコース＝９月５日・１２日・
２６日、いずれも水曜日の午前９時半～
１１時半、市役所７階７０３会議室ほかで②
Ｂコース＝９月１１日・１８日・２５日、い
ずれも火曜日の午後２時～４時、西部

【 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））

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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土金木水火月日

４４３２１

１１１１１０９８７６５５

１１８８１７１６１５１４１３１１２２

２２５５２４２３２２２１２０１１９９

３１３０２９２８２７２２６６

9
土金木水火月日

１１

８８７６５４３２２

１１５５１４１３１２１１１０９９

２２２２２１２０１９１８１１７７１１６６

２２９９２８２７２６２５２４２３２３　
３　３００

人口と世帯＜平成２４年８月１日現在＞　人口１１５,９５５人（うち外国人１,５６２人）　世帯数５１,９８８
　男５７,１２９人　女５８,８２６人　※７月９日の住基法改正により外国人住民を含む。　

【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
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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。
 

　☆えんにち・スリラー館＝a８月１８
日（土）・１９日（日）、いずれも午後１
時半～４時cおばけ屋敷、ゲーム、お
店屋さんなどe幼児～小学生f３００人
g無料j８月１６日（木）・１７日（金）は
準備のため、遊戯室・育成室は使えま
せんk参加整理券配布中
　☆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
　☆環境整備の日＝a３０日（木）午後
４時からcみんなで児童館をきれいに
しましょうe小・中学生
 

　☆囲碁の日＝a８月１５日・２９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
　☆おはなしの日＝a２１日・２８日のい
ずれも火曜日、午後４時からc素話、

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

絵本の読み聞かせ、手遊びe小学生
　☆交通安全・防犯指導の日＝a３０日
（木）午後３時半～４時５０分c交通安
全と防犯についてみんなで学びましょ
うe小・中学生
 

　☆将棋教室＝a８月２２日（水）午後
３時からe小・中学生d東久留米将棋
研究会
　☆子ども会議＝a２７日（月）午後２
時からc中央児童館の運営や企画に関
して子どもたちの意見や要望を聞き、
話し合いをします。会議の前に介護福
祉課の職員から認知症についての講習
があります（２０～３０分）e小・中学生
　☆みんなでアート＝a２９日（水）午後
２時からc児童館の壁面をみんなで作
りましょうe小・中学生
　☆夏休みカレーパーティー＝a３０日
（木）e小・中
学生hご飯、ス
プーン、カレー
用容器（空の弁
当箱など）i①
カレー作り参加
希望者（４年生
以上、１０人）は午前９時半集合②カレ
ーを食べる人（人数制限なし）は１１時
集合k８月１３日（月）午前９時から申

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

し込み受け付け
　☆自然体験教室＝a９月１日（土）
午後１時半～４時１５分（予定）e小・
中学生f１５人d東久留米川クラブhぬ
れてもよい靴、着替え、タオル、帽子、
飲み物、自転車用ヘルメットi８月２３
日（木）・２４日（金）のいずれも午後３
時から準備会があります。いずれか１
日は必ず参加をj雨天の場合は９月８
日（土）に変更k受け付け中。本人か
家族が直接申し込みを
 

　☆たのしくつくろう＝a８月２０日
（月）午前１０時からc牛乳パックで電
車作りe幼児
　☆伝承あそび＝a２０日（月）午後２
時半からc日本の昔遊びを楽しもうe
小学生以上d中井啓子氏
　☆将棋の日＝a２２日（水）午後３時
からe小学生以上d五角探究会
　☆小学生クッキングの日＝a２５日
（土）午後１時半～３時半cクリーム
白玉あんみつ作りe小学生f１８人hエ
プロン・三角巾・手拭きタオルk８月

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

１５日（水）午後１時から受け付け（電
話不可）
 

　☆卓球大会＝a８月２４日（金）午後
３時半からcトーナメント戦e小学３
年～６年生f先着１６人k８月１７日（金）
午前９時から受け付け
　☆Ｎ－１グランプリ＝a２５日（土）
午後３時からc中学・高校生のパフォ
ーマンス大会f先着６０人g無料kチケ
ット配布中i午後１時～６時の間、通
常利用はできませんj地域の方はどな
たでも見学できます
　☆児童館でランチ＝a２６日（日）午
後零時～１時c児童館で昼ご飯を食べ
ますe小学生f先着１０人h弁当、水筒
k８月１９日（日）午前９時から受け付
け
　☆環境整備の日＝a３０日（木）午後
３時半からcみんなで児童館をきれい
にしましょうe４歳児～中学・高校生
年代（未就学児は保護者同伴）k当日
受け付け

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

「平和の千羽鶴」の作製に
ご協力ありがとうございました

　２０１２ 東久留米市平和事業「平和の千羽
鶴」作製に多くの市民の皆さんにご協力頂
き、ありがとうございました。皆さんの平
和への願いを込めた折り鶴を千羽鶴にして、
市長のメッセージとともに、原爆被爆地で
ある広島市と長崎市に届けました。
　来年度も実施予定です。ぜひご参加くだ
さい。

　l企画経営室総務課庶務担当緯４７０・
７７１４

感したり、実年齢よりも体力年齢が若
かったりとさまざまです。
　a９月８日（土）午前１０時から（受
け付けは９時１５分～３５分。受け付け終
了後は参加できません）bスポーツセ
ンターc握力、上体起こし、長座体前
屈、反復横跳び、立ち幅跳び、２０ｍシ
ャトルランe市内在住・在学・在勤の
２０歳～６４歳で、運動制限を受けていな
い方h室内運動靴、タオルi運動ので
きる服装でご参加をk９月７日（金）
までに電話で同センター☎４７０・７９００
へ
ジュニアクライミング体験教室
～市体育協会主催
　２５年に東京国体が開催されます。東
久留米市はクライミング競技の会場と
なります。一度、体験してみませんか。
　a９月１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市山岳連盟クラ
イミング部g無料k当
日直接会場へl同協会
事務局☎４７０・２７２２
第８０回ソフトテニス市民大会
～市ソフトテニス連盟主催
　a①一般の部＝９月９日（日）（予備
日は９月２３日〈日〉）②中学生の部＝９
月８日（土）（予備日は９月２９日〈土〉）。
①②のいずれも午前８時半開会b①が
市立テニスコート、②が市立、滝山テ
ニスコートc①が男子の部、女子の部、
壮年の部（４５歳以上の男子）②が男子
の部、女子の部e市内在住・在勤・在学・
在テニスクラブの方g①が１チーム
１，０００円、②が１チーム５００円k９月１
日（土）までに、はがきに住所・氏名・
年齢・電話番号・参加種目を記入の上、
〒２０３－００３３、滝山１－６－１３、井部
誠二あて郵送をl井部☎４７５・８２７９

 

夏休みは図書館で科学！
○かがくあそび「ふしぎなえ～目のさっかく」
　毎年、小学生向けに開催しているか
がくあそび。今年は目の錯覚について
体験します。
　ab８月２７日（月）午後２時からが
中央図書館視聴覚ホール、２８日（火）
午前１０時半からが滝山児童館集会室、
２９日（水）午後２時からが南部地域セ
ンター２階講習室、３０日（木）午前１０
時半からが東部地域センター１階講習
室e小学生g無料i中央図書館以外に
は駐車場がありません。車での来館は
ご遠慮くださいk当日直接会場へ
○ポスターセッション
（ポスター発表）
　中学・高校生向けに科学ポスターセ
ッション「図書館DEサイエンス」を募
集中です。自分たちの感じている科学
について発表してみませんか。
学習室をご利用ください
　中央図書館では、９月２日（日）ま
で同館２階の集会室（大）を学習室と
して開放しています。利用時間は午前
１０時から、土曜・日曜日が午後５時ま
で、月曜・火曜日が午後６時まで、水曜・
木曜日が午後８時までです。
　l中央図書館☎４７５・４６４６
 

市民体力テスト
～スポーツ推進委員会
　健康づくりや体力づくりの目安に、
成人を対象とした「体力テスト」を受
けてみませんか。日頃の運動不足を実
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プロパンガスの取引をめぐるトラブル
Ｑ．知らないプロパンガス業者から
「うちの方が安いから販売店を変更
しないか」という勧誘を受けました。
プロパンガス料金は販売店によって
違うというのは本当ですか。自由に
販売店を変えることができるのです
か。
Ａ．プロパンガスなどＬＰガス料金
は、認可料金制の都市ガスとは違っ
て、事業者が自由に料金を決めるこ
とができます。従って地域や販売店
によって料金は違いますし、基本的
には自由に販売店を変えることがで
きます。しかし、事業者の変更をめ
ぐってさまざまなトラブルが発生し
ているので、次の点に気を付けてく
ださい。
　一つは、料金に関するトラブルで
す。多くの事業者は「基本料金」と「従
量料金」の二部料金制を採っていま
す。保安対策や設備、サービスの差
も料金に反映されます。料金を単純
に比較することはできません。サー
ビスの内容が悪くなったり、安くな

ると思って事業者を変えたのに、契
約後に値上げされたというケースも
あります。
　もう一つは、屋内配管設備の所有
権と費用負担に関するトラブルです。
自分が所有する戸建住宅でも配管設
備の所有権がガス事業者にある場合
があります。その場合、中途解約の
清算が必要になります。 他の業者が
勝手に撤去するとトラブルの原因に
なるので注意が必要です。契約前に、
現在契約している販売店に「取引を
やめたい」と連絡し、契約関係を確
認しておくとよいでしょう。なお、
賃貸住宅の場合は、借主が勝手に事
業者を変更することはできません。
　契約に当たっては、料金や設備の
所有関係などを記した書面が交付さ
れることになっています。慎重に検
討した上で決めましょう。訪問販売
の場合、８日間はクーリングオフが
可能です。その他、分からないこと
があったら「ＬＰガスお客様相談所」
（☎０１２０・３８８・３２７）に相談してみ
るのも良いでしょう。近所に比べて
料金が高いときには、現在契約中の
事業者と直接値下げ交渉をしてみる
のも一つの方法です。

≪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

8
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市役所ロビーに飾られた「平和の千羽鶴」
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保育付き家庭教育講座
「親子で育つ心がつながるコミュ
ニケーション」
　５つのテーマ「子どもの話を上手に
聴ける」「悩みの解決が上手な親に」「人
の心はどうなっている」「親子の信頼を
保つコミュニケーション」「アートセラ
ピー」で自分を再発見してみませんか。
　a 全５回。９月１３日・２０日・２７日、
１０月４日・１１日のいずれも木曜日、午
前１０時～正午b生涯学習センターe
市内在住で子育て中の方および関心の
ある方f先着３０人d精神保健福祉士の
矢森裕章氏g無料j満２歳～未就学児
の保育あり、先着１０人。８月３１日（金）
までに予約をkl８月１５日（水）から
電話またはファクスで市文化協会緯
４７７・４７００（ファクス同。電話受け付
けは第４月曜日を除く平日の午前９時
～午後５時）へ、講座名・氏名・住所・
電話番号・保育の有無（ありの場合は
お子さんの氏名・年齢）をお知らせく
ださい

 
地域の子どもたち、みんなあつまれ！
「お日さまサンサン フェスティバル」
８月２４日（金）開催
　障害のある子どもたちが、ボランテ
ィアの方々と一緒に楽しい一日を過ご
す集いです。生涯学習センター全館を
利用して、さまざまな団体が遊びのコ
ーナーを作ってみんなを待っています。
　a８月２４日（金）午前１０時～午後２
時１５分b生涯学習センターh弁当・水
筒・敷物j主催は教育委員会。主管は
市文化協会l同協会事務局緯４７７・
４７００（電話受け付けは平日の午前９時
～午後５時）

市民プラザ・ロビーコンサート
～グラスハープコンサート・涼の調べ～
　お子さんもご一緒にどうぞ。
　a８月１８日（土）午後２時～３時b
市役所１階屋内ひろばc出演＝田村治
美・溝田萌里・比護篤子・村木淑美の
各氏。主な曲目 ＝オペラ座の怪人／Ｇ
線上のアリア／民話（怪談「子育て幽
霊」）ほかg無料k当日直接会場へl市
民プラザ緯４７０・７８１３

 
第２回東久留米市チャリティー寄席
三遊亭京楽
　三遊亭円楽に入門し、１９９２年には真
打ちにスピード昇進。古典落語を得意

とするほか、
社会テーマを
盛り込んだ防
災落語、福祉
落語、環境ミ
ュージカル落
語などの新分
野を開拓、新
作にも精力的
に取り組む三

遊亭京楽師匠をお迎えし、防災落語、
爆走古典落語を披露していただきます。
また、三味線演奏・児童合唱・落語入
門講座ミニ発表も開催します。
　a９月１日（土）午後１時半開演
（開場は午後１時）b市民プラザホー
ルg前売り券５００円、当日券６００円（全
席自由席）k入場券は市文化協会事務
局、市民プラザや各地域センターなど
で頒布中l同協会緯４７７・４７００（ファ
クス同。電話受け付けは第４月曜日を
除く平日の午前９時～午後５時）
日本語ボランティアの募集
　次の各教室では外国人と一緒に日本
語を勉強するボランティアを募集して
います。外国語力は問いません。日本
語で日本語を教えます。テキストもあ

ります。
①東久留米国際友好クラブ（HIF）
　外国人との親善・交流を深めること
を目的とするボラ
ンティア組織です
（年会費有）。活動の
主軸として日本語
教室がありますが、
他にも多くの催し
を企画・運営してい
ます。９月４日（火）・
１３日（木）のいずれ
も午後１時半から生涯学習センターで
説明会を開催します。
②東久留米にほんごクラス
　昼間仕事をしている方や学生にも通
いやすい夜間の教室です。日本語学習
の他に、ひな祭り、お花見、端午の節
句、七夕、琴演奏、伝統的な茶道など
の体験学習も行っています。
　また、外国人に日本語を教えるため
の指導法を学ぶ「日本語ボランティア
入門講座」が９月から始まりますので、
関心のある方はぜひご参加ください。
　l生活文化課市民協働係緯４７０・
７７３８
まろにえホール
夏休み！ミュージカルワークショップ
ちいさな発表会＆トーク
　ミュージカルワークショップを体験
した子どもたちが元気いっぱいにダン
スを披露します。指導はミュージカル
の本場ロンドンを中心に世界のステー
ジで活躍したプロダンサー福田真紀子
さん。
　a８月１９日（日）午後３時開演（２
時半開場）b生涯学習センターg無料
（全席自由）j出演はミュージカルワ
ークショップに参加した子どもたちi
要事前申し込みkl同センター緯
４７３・７８１１
第２回赤い羽根共同募金
にこにこ募金箱コンテスト
　社会福祉協議会では、次代を担う子
どもたちに、手づくり募金箱の作成を
きっかけとして、地域の人と人とのつ
ながりを体感してもらい、共同募金運
動への参加を促進することを目的に、
手づくり募金箱コンテストを実施しま
す。
　夏休みに、自由な発想で赤い羽根募
金箱を作って、地域を応援しよう。
　e市内在住の小学４年～６年生j１１
月中に入賞作品の発表と表彰を行いま
す。応募された募金箱は、１０月１日～
３１日の間、氏名と学校名、学年などを
表示し、市内の各施設窓口で実際に募
金箱として活用します。また、年内開
催のイベント会場で展示する予定です
k９月７日（金）までに、応募用紙と
一緒に同協議会窓口（わくわく健康プ
ラザ内）に提出。作品の規格などの条
件や応募方法の詳細は、募集ちらしま
たは社協ホームページ（http://www.
higashikurume-shakyo.or.jp）をご確認
くださいl同協議会地域福祉係緯４７５・
０７３９
ご存じですか
ミニデイホーム・子育てサロン
　ミニデイホーム・子育てサロンは、

市民が主体となり、
日中孤立しがちな一
人暮らし高齢者や乳
幼児を抱える親など
を対象に、趣味・健
康・交流活動を通じ

て顔の見える関係をつくり、お互いの
思いやりが循環する「地域に開かれた
継続的な集いの場」です。社会福祉協

議会では、さまざまな方法でこれらの
活動を側面的に支援しています。参加
してみたい方、自分たちで運営してみ
たい方は、同協議会地域福祉係緯４７５・
０７３９へ問い合わせてください。また、
既に活動している方は、同協議会へ情
報をお寄せくださいl同係
地域の防災力を高めよう
９月１日は「防災の日」、
８月３０日～９月５日は「防災週間」です
　９月１日は、今から８９年前の大正１２
年に関東大震災が発生した日です。そ
こで、毎年「防災週間」には全国で防
災に関するさまざまな行事が開催され
ます。
○家具類の転倒・落下・移動防止を
しよう
　近年発生した地震によりけがをした
方の３割～５割は、家具類の転倒・落
下・移動によるものです。東日本大震
災の際、都内でも家具類が転倒、落下、
移動したことにより、けがをした方が
多数発生しました。東京でも大地震発
生の危険性が指摘されています。
　まず、ご自身が身を守り、けがをし
ないこと。けがをしてしまうと、家族
や近所の方を助けることができません。
　また、身近な震災対策として、家庭
や職場で使用する家具類を、器具によ
り固定するとともに、重い物は上に置
かないようにしましょう。
　l東久留米消防署予防課防火査察係
緯４７１・０１１９
 

○普通救命講習にご参加ください
　東久留米消防署では、AEDの取り扱
い要領および心肺蘇生法の講習会を次
の通り開催します。ご参加ください。
　a９月１５日（土）午前９時～正午b
東久留米消防署３階会議室e小学校高
学年以上の市内在住、在勤、在学の方
f４０人g１,４００円（テキスト、マウスピ
ース代）kl同署警防課救急係緯４７１・
０１１９

 
公立昭和病院「第８回市民公開講座」
　今回のテーマは、がん化学療法看護
認定看護師と、がん化学療法認定薬剤
師による「がんの化学療法について」
です。気軽にご参加ください。
　a９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）
水道の使用などの問い合わせは
水道局多摩お客さまセンターへ
　水道使用の開始・中止など、各種お
問い合わせは「水道局多摩お客さまセ
ンター」にご連絡ください。
 　▼受付時間　日曜日、祝日を除く午
前８時半～午後８時　※漏水事故など
緊急の用件については、２４時間３６５日ご
案内しています。
　◎引越しや契約の変更は緯０５７０・
０９１・１００（ナビダイヤル）
　◎料金、漏水修繕、その他は  緯０５７０・
０９１・１０１（ナビダイヤル）
　※PHSなどナビダイヤルをご利用
できない場合は緯０４２・５４８・５１１０へ

ガ イ ド

　※今号の「ハロー！来芽ちゃん」
は休載します。

　地 域 セ ン タ ー ま つ り　

○第１２回東部地域センターまつり
　ac８月３１日（金）午後５時から
がオープニング、縁日・盆踊り。９
月１日（土）・２日（日）の午前９時
からが作品展、演舞、フリーマーケ
ット、模擬店、子どもイベントなど
b東部地域センターj詳しいプロ
グラムは同センターで配布中l同セ
ンター緯４７０・８０２０
○第１２回西部地域センターまつり

　ac９月２８日（金）～３０日（日）。
オープニング、舞踊祭、音楽祭、展
示、子ども絵画展・映画祭、体験コ
ーナー、フリーマーケット（申し込
みは９月１日〈土〉～２０日〈木〉、参
加費５００円）などl同センター緯４７１・
７２１０
○第１２回南部地域センターまつり
　ac９月７日（金）～１０日（月）。
音楽の集い、青空市、体験、展示な
どjテーマは「つながろう日本、も
りあげよう地域」l同センター緯
４５１・２０２１
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　市内の農業者で組織される東久留
米市農業経営者クラブでは、昨年に
続き「親子農業体験」を実施します。
　市内の親子を対象に、農業体験を
通して、農作業の大変さや収穫の喜
びを知っていただくことを目的とし
ています。また、都市に残る農地・
緑の必要性を感じて、農業の大切さ
を考えるきっかけにしてほしいとい
う願いを込めて実施しています。
　今回はダイコン、キャベツ、ブロ
ッコリーの種まき（苗植え）と収穫
の農作業を合計２回体験します。収
穫物は持ち帰ることができます。ぜ

ひ、この機会に農家の方と触れ合い、
東久留米の農業の現状や野菜の成長
などについて親子で話し合う場にし
てください。
　ac９月１５日（土）が開会式・種
まきなど（雨天の場合は９月１６日
〈日〉に延期）。１１月２４日（土）が収
穫・清掃など（雨天の場合は１１月２５
日〈日〉に延期）。２日間のいずれも
午前９時５０分集合、１０時作業開始。
終了は正午ごろを予定b八幡町三丁
目９番先（徒歩または自転車で来場
を）e市内在住の小学生とその保護
者f先着３０組g１組５００円（保険代な
ど）h軍手、タオル、長靴、帽子i
作業しやすい服装でご参加をkl
８月１５日（水）午前８時半から電話
で産業振興課緯４７０・７７４３へ


