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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.　7.　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

トクリップを作りますe小・中学生k
当日午後４時半まで
　☆将棋教室＝a２５日（水）午後３時
からe小・中学生d東久留米市将棋研
究会
　☆環境整備の日＝a２８日（土）午後
４時からcみんなで児童館内の整理整
頓・掃除をしますe小・中学生
 

　☆折り紙教室＝a７月１７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＝a２２日（日）午前
１０時～１１時４０分cふくろうの人形を作
りますe小学生f先着２０人d小林みゆ
き氏k受け付け中。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＝a２４日（火）午前
１１時～１１時２０分c絵本の読み聞かせe
零歳～２歳児とその保護者
　☆トールペイント教室＝a２８日（土）
午前１０時～１１時半e小学２年～６年生
f先着１５人d富山英美氏k受け付け中。

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

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１６日・２２日・２９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・１６日・２２日・２９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・２２日＝滝山病院（滝山４−１−１８、緯４７３・３３１１）
　７月１６日・２９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）

本人か家族の方が直接申し込みを（電
話不可）
 

　☆たのしくつくろう＝a７月１６日
（祝）午前１０時半からcエコ企画「手
作りかんたん（うちわ）作り」e幼児
　☆おはなしの日＝a１７日（火）午前
１１時～１１時半c絵本の読み聞かせ、手
遊びe幼児dみくりおはなしの会

　☆中・高バドミン
トン大会＝a１８日
（水）午後５時半か
らe中学・高校生年
代
　☆おはなし会＝
a２３日（月）午後３

時からc読み聞かせ、素話などe小学
生d図書館職員
　☆将棋大会＝a２５日（水）午後３時
からe小学生以上d五角探求会

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

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）

７月１６日（海の日）のごみ収集は
　７月１６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。

４カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　a８月２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３月１３日～４月２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
　a７月１９日（木）午後零時半～１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２２
年１２月１日～１２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
　a８月１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e２２年
７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
３歳児健康診査
　a７月２６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
６月２４日～７月１６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
食事相談・健康相談
　a７月２４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。
 

　☆おはなしの日＝a７月１７日・２４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
　☆囲碁の日＝a１８日・２５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＝a１９
日（木）午後３時半から
cみんなで児童館内の整
理整頓・掃除をしますe
小・中学生
　☆さをり織り教室＝a
f８月２日（木）・３日
（金）。各日午前１０時からが４人、午後
１時半からが６人cタペストリー作り
e小・中学生d浅井睦子氏k７月２０日
（金）午後２時から受け付け（電話不
可）
　☆夏休み工作教室＝a８月７日（火）
午前９時半からc万華鏡作りe小・中
学生f１５人d本多秀子氏k７月２４日
（火）午前９時半から受け付け（電話
不可）
 

　☆卓球大会＝a７月１８日（水）午後
３時からe小学３年～６年生k試合開
始前まで
　☆交通安全・防犯教育の日＝a２０日
（金）午後４時からc夏休み前の交通
安全についてe小・中学生
　☆工作の日＝a２５日（水）・２６日（木）
のいずれも午後１時半からcマグネッ

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

人口と世帯　人口１１４,４３０人（男５６,５２８人　女５７,９０２人）　世帯数５０,８７９＜平成２４年７月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１,６３７人＜平成２４年７月１日現在＞

【表記の凡例】　  日時　 場所 　 内容　 対象・資格　 定員　 講師　 費用　 持ち物　 ご注意　 その他　 申し込み　 問い合わせ日 場 内 対 定 師 費 持 注 他 申 問

【 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。

7
土金木水火月日

７７６５４３２１１

１１４４１３１２１１１０９８８

２２１１２０１９１８１７１１６６１１５５

２２８８２７２６２５２４２３２２２２

３１３０２２９９

8
土金木水火月日

４４３２１

１１１１１０９８７６５５

１１８８１７１６１５１４１３１１２２

２２５５２４２３２２２１２０１１９９

３１３０２９２８２７２２６６
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【表記の凡例】　  日時　 場所 　 内容　 対象・資格　 定員　 講師　 費用　 持ち物　 ご注意　 その他　 申し込み　 問い合わせ日 場 内 対 定 師 費 持 注 他 申 問

24.　7.　15

 

　☆手芸の日＝a７月１６日（祝）午前９
時～午後４時cビーズでブレスレット
作りe小学生k当日受け付け
　☆ひばりんグランプリ＝a７月２３日
（月）～２７日（金）午後３時半からc
今回はお箸で豆つかみ。毎日挑戦でき
ますe小学生k当日受け付け
　☆夏のおたのしみ会＝a８月４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ＤＶ
Ｄ鑑賞）e小
学生f先着４０
人g５０円i終
了後、保護者
の迎えが必要
ですk７月１０
日（火）午後
３ 時 ～３１日
（火）午後４
時に受け付け（電話不可）
　☆おはなしの日＝a７月２５日（水）
午後３時半～４時e小学生d水曜おは
なし会k当日受け付け
　☆児童館でランチ＝a２９日（日）正
午～午後１時c児童館でお昼ご飯を食
べますe小学生f先着１０人h弁当、水
筒

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

 

 

　☆手作り布おもちゃの会＝a７月１７
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k
７月１６日（祝）まで
　☆なかよし広場＝a７月２０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e零歳～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２５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＝a７月１７日（火）
午前１０時～１１時半b第一小学校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e零歳～５歳児とその保
護者hスリッパk当日直接会場へ徒歩

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

か自転車で来場を
　☆休館日のお知らせ＝７月１９日（木）
は館内整備のため休館します
 

第２４回ジュニアテニス大会
〜市テニス連盟
　a８月１４日（火）午前８時半集合
（予備日１５日）b小山テニスコートe
市内在住・在学・在テニススクールの
中学生g１人５００円（大会当日集金）j
種目は男女シングルスk８月８日（水）
までに（必着）、はがきに郵便番号・住
所・氏名・電話番号・参加種目、学校
名またはスクール名・学年を記入の上、
〒２０３－００３３、滝山７－１１－４、佐々
木道夫あて郵送を。連盟役員への直接
申し込みもできますl佐々木緯４７３・
００７９（夜間）
第２６回ミックスダブルステニス大会
〜市テニス連盟
　a８月２６日（日）（予備日は９月２日）
b市内各テニスコート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j種目はミ
ックスダブルス１部・２部。試合時間・
会場などは、後日郵送するドロー表で
お知らせします。なお、男女シングル
スは１０月２８日（日）に行う予定iエン

トリー後のメンバー変更や参加費の返
金はできませんk８月７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、通
信欄に郵便番号・住所・氏名・電話番号・
参加種目、市外の方は勤務先・学校名・
スクール名を記入の上、参加費を振り
込んでください。連盟役員への直接申
し込みもできますl佐々木緯４７３・
００７９（夜間）
ジュニア育成ソフトテニス教室
〜市ソフトテニス連盟
　２５年開催の東京国体の選手やアスリ
ートを目指して参加しませんか。
　a７月～１１月の毎月第１～第３土曜
日①７月～９月が午前１０時～正午②１０
月～１１月が午前９時～１１時b柳窪テニ
スコートg無料e市内在住・在学の小学
３年～高校３年生で、テニスシューズ・
ラケットを持っている方（ラケットの貸
し出しあり）f小学生２０人、中学・高校
生４０人（応募者多数の場合は抽選）hタ
オル・帽子・飲み物k７
月２７日（金）までに（必
着）、往復はがきに教室
名・住所・氏名・電話番
号・学校名・学年（返信
用にも住所・氏名を）記入の上、〒２０３
－００１１、大門町２－１４－３７、スポーツセ
ンター内、体育協会あて郵送をl市体育
協会事務局緯４７０・２７２２
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口エレベーター１階出入口横に設置の
ものを含む）・地下駐車場などもご利用
いただけません。ご不便をお掛けしま
すが、ご協力をお願い致しますl管財
課管財係緯４７０・７７１８
「愛のひと声運動」青少年健全
育成の呼び掛けにご協力ください
　もうすぐ子どもたちが待ち望んだ夏
休みがやってきます。学校の授業から
解放され、さまざまな体験ができる絶
好の機会ですが、その反面、気が緩み
がちになり、非行に走ったり、危険な
ことに出合いやすくなる時期でもあり
ます。そこで、夏休み中の７月２１日（土）
～８月３１日（金）を夏の強調期間とし
て「愛のひと声運動」を実施します。
　この運動は、各中学校地区青少年健
全育成協議会、ＰＴＡ連合会をはじめ、
関係２９団体で実施委員会を組織し、各
中学校地区単位実行委員会が街頭活動
や啓発用ポスターなどにより、青少年
の健全育成を呼び掛けるものです。
　また、７月は「青少年の非行・被害
防止全国強調月間」です。全国を挙げて、
子どもたちの非行防止・犯罪被害防止
のために、地域住民と関連機関・団体
が協力して、講演会や啓発など、さま
ざまな活動を行っています。
　地域の皆さんのご参加・ご協力があ
ってこそ、子どもたちを非行や犯罪の
危険から守ることができます。身近な
ところで、励ましやねぎらいの言葉、
ときには注意の言葉など、愛のひと声
をお願いしますl子育て支援課子育て
支援係緯４７０・７７３５

の皆さんがオープニングを華やかに飾
ります②ステージ＝金管バンド／大正
琴／空手紹介／東久留米バトンチーム
／ファッションショー／クルメイザー
／合唱／ロック＆ブレイクダンス／フ
ラダンスほか③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
ナル名札作り／折り紙／切り絵、絵手
紙／将棋対局／金魚すくい、ザリガニ
釣りほか④販売＝焼きそば／フランク
フルト／たこ焼き／たい焼き／かき氷
／綿菓子／カットスイカ／ポップコー
ン／木工作品／手づくりノート／パウ
ンドケーキほか i販売は売り切れ次
第終了l市民プラザ緯４７０・７８１３
薬湯の日“ハッカの湯”
　ab８月５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～１１
時g小学生以下は無料l産業振興課労
政商工係緯４７０・７７４３
 

８月４日（土）は午後５時半に
市役所本庁舎を閉館します
　８月４日（土）は、市役所本庁舎内
で電気設備の交換を行うため、午後６
時半から停電となります。これに伴い、
５時半に市役所本庁舎を閉館します。
５時半以降は、市役所１階屋内ひろば・
市民プラザ・証明書自動発行機（駅東

架室・滝山図書館・ひばりが丘図書館・
東部図書館です。中央図書館２階参考
室・学習室（大集会室）は、平常通り
午後５時まで開館しますが、蔵書検索、
資料の貸し出し・返却は行えませんの
でご注意ください。なお、視聴覚ホー
ル・小集会室は、通常通り午後９時ま
で利用できますl中央図書館緯４７５・
４６４６
 

東久留米市平和事業
平和祈念資料展「戦争の記録と記憶」
　戦時下に関連する実物資料、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、
空襲のビデオ上映も予定しています。
　a７月１９日（木）午前９時～午後７時、
２０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６回市民プラザ夏祭り
　今年も夏祭りの季節がやってきまし
た。市民プラザの夏祭りでは、今年も
昨年同様市内の小・中学生や団体が多
数出演。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。み
んな大好きな、おなじみのクルメイザ
ーや消防車までやってきます。さあ、
カメラを持ってみんな集ろう。
　a７月２２日（日）午前１０時半～午後
３時３５分b市民プラザホール、市民ひ
ろばほかc①オープニング＝九小舞組

 

２０１２年夏
夏休みは図書館に行こう！
○こどもスタンプラリー
　市立図書館では夏休み期間中に小学
生を対象としたスタンプラリーを開催
します。クイズに答えたり、おはなし
会や夏休み期間中に図書館で開催され
るイベントに参加してスタンプを集め
よう！
○夏休みのイベント
　☆絵本展「絵本でぐるっとヨーロッ
パ」＝a７月２１日（土）～２４日（火）
b中央図書館j２１日（土）午前１０時１５
分～午後零時１５分に佐藤凉子氏による
講演会を開催します
　☆人形劇＝a７月１８日（水）bひば
りが丘図書館
　☆きせつのおはなし会＝a８月２６日
（日）b中央図書館
　☆かがくあそび＝ab８月２７日（月）
が中央図書館、２８日（火）が滝山図書
館、２９日（水）がひばりが丘図書館、
３０日（木）が東部図書館l中央図書館
緯４７５・４６４６、滝山図書館緯４７１・７２１６、
ひばりが丘図書館緯４６３・３９９６、東部
図書館緯４７０・８０２２
図書館臨時閉館のお知らせ
　市役所本庁舎の電気工事による停電
にともない、市立図書館は８月４日
（土）正午から閉館します。
　閉館となるのは、中央図書館１階開

スポーツセンター
☆早朝開放を実施します
　８月の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・卓球室などが利用できます。また、
団体利用も可能ですので、ご相談ください。
　▼実施期間　８月１日（水）～３１日（金）
▼開館時間　月曜～金曜日が午前６時～午
後１１時、土曜・日曜日が午前６時～午後９
時半

☆臨時休館（全館貸し切り）のお知らせ
　７月２８日（土）・２９日（日）は、国体関東
ブロック大会山岳競技開催のため、スポー
ツセンターは全館貸し切りとなります。プ

ール・トレーニング室、
卓球室の個人利用も含
め、一般の方は利用で
きませんので、ご了承
くださいlスポーツセ
ンター緯４７０・７９００
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第４１回くらしフェスタくるめ
ポスターコンクール作品募集
　今年は「消費者からの東久留米ブラ
ンドを考えよう」をテーマに、１２月１
日（土）・２日（日）の２日間に渡り、
くらしフェスタくるめを開催します。
　そこで市では、
ポスターやリーフ
レットに使用する
テーマに沿った原
画を小・中学生の
皆さんから募集し
ます。
　「東久留米を代表するもの」「東久留
米だけのもの」「東久留米自慢のもの」
「東久留米の特徴と思うもの」をポス
ターに自由に描いてください。入賞者
には賞状と賞品、応募者全員に参加賞
を贈呈します。
　たくさんのご応募、お待ちしていま
す。
　▼応募資格　市内在住・在学の小・
中学生▼規格　四ツ切（３８０亜×５４０亜）
の画用紙１枚▼応募方法　９月３日
（月）～１１日（火）に、作品の裏面に
学校名・学年・組・氏名を記入の上、
学校を通じて提出、または生活文化課
（市役所２階）へ直接持参してくださ
いl同課市民協働係緯４７０・７７３８
生涯学習センター「夏休み学習室」
　夏休み期間中、学生の皆さんの勉強
の場として、空いている学習室を開放
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２１日（土）～８月３１日（金）
の午前９時～午後６時（空き状況によ
って利用できない場合があります）b
生涯学習センターe小学生以上l同
センター緯４７３・７８１１
シネマdeおしゃべり
上映映画「おいしいコーヒーの真実」
〜男女平等推進センター主催　
　フェアトレード（公正な取引）、仕
事・労働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。
　a①８月２３日（木）午後６時～８時
②８月２５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）コーヒーは世界で最も日常的な飲
み物。１日あたりの消費量は全世界で

約２０億杯。でも、コーヒー生産者は破
産せざるを得ない状況。いったいなぜ
？　一杯のコーヒーから世界の仕組み
が見えてくる（２００６年。７８分。イギリ
ス・アメリカ）f①②のいずれも先着
２４人g無料j２歳～未就学児の保育あ
り。７月１８日（水）～８月１５日（水）
に要予約kl７月１８日（水）～８月２０
日（月）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
２４年度排水設備工事責任技術者
資格認定共通試験
　a１０月１４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（水）～３１日（金）、郵送により受
け付け。受験申込書は７月２５日（水）
～８月３１日（金）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
飲酒運転させない
ＴＯＫＹＯキャンペーン
　７月２０日（金）～２６日（木）は、夏
季の「飲酒運転させないＴＯＫＹＯキ
ャンペーン」期間です。同キャンペー
ンは、飲酒運転をさせない社会環境の
醸成を目指し、都と警視庁が関係機関・
団体と連携して実施するものです。
　飲酒運転は重大事故に直結し、当事
者だけでなく周囲の人にも悲劇を招き
ます。ドライバーは、飲酒運転は悪質
な犯罪であるという認識を持つことが
大切です。また、車を運転することを
知りながら、その人に飲酒を勧めるこ
と、飲酒運転の車に同乗することも犯
罪です。
　「飲んだら乗るな。乗るなら飲むな」
を忘れず、お互いに注意し合い、飲酒

運転を撲滅しましょう。
　都青少年・治安対策本部ホームペー
ジ（http://www.seisyounen-chian.metro.
tokyo.jp/）では、キャンペーンの詳細や
飲食店用・駐車場管理者用の「飲酒運
転をさせないためのマニュアル」が掲
載されています。また、警視庁ホーム
ページ（http://www.keishicho.metro.
tokyo.jp/kotu/insyu/insyu_bassoku.
htm）では、飲酒運転の罰則などにつ
いて、事例を交えて分かりやすく掲載
しています。ぜひご覧いただき、参考
にしてください。
　l田無警察署緯４６７・０１１０または市
都市計画課街路交通計画係緯４７０・
７７６８
民有地のハチ対策
　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作
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。ただし、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
地域の防災力再発見
「防災情報交換サロン」
　防災について、互いに工夫を教え合
う情報交換を目的としたサロンです。
　聞くだけでも歓迎です。興味・関心
のある方は、ぜひご参加ください。
　主催は東久留米市社会福祉協議会ボ
ランティアセンター、協力は防災まち
づくりの会・東久留米。
　a７月２５日（水）午前９時半～１１時
半b市役所７階７０１会議室c事例紹介
（自主防災組織の立ち上げ事例～中丸
自治会自主防災組織）、避難所ごとのグ
ループで災害時シミュレーションと情
報交換（予定）g無料k当日直接会場
へl同センター緯４７５・０７３９
第６２回はたらく消防の写生会入賞
作品を展示します
　東京消防庁では、小・中学生の皆さ
んに、消防隊員や消防車両の写生画な
どを作成していただくことにより、消
防の仕事への関心を高め、防火・防災
意識の育成・向上を図ることを目的に、
毎年「はたらく消防の写生会」を実施
しています。今年も市内の小学校や特
別支援学校から１０校、７０３人の児童・生
徒の皆さんが参加し、審査の結果、２８
点の入賞作品が決まりました。子ども
たちが描いた魅力あふれる作品を、ぜ
ひご覧ください。
　ab①７月２２日（日）～２９日（日）

が市役所１階屋内ひろば②８月１７日
（金）～２３日（木）が東久留米ショッ
ピングセンタークルネ（野火止１－３
－３）l東久留米消防署予防課防火査
察係緯４７１・０１１９
 

はかりの定期検査を実施します
　商店での取り引きや学校、医院など
での証明に使用する「はかり」は、２
年に１度の検査を受けなければなりま
せん。全ての「はかり」について、検
査員が検査対象の皆さんのお店などま
で伺い、検査を実施します。
　検査対象の皆さんには、はがきで事
前に通知します。通知の無かった方、
新たに「はかり」を使用するようにな
った方、また、「はかり」を使用しなく
なった方は、お問い合わせください。
　▼検査日程　８月３日（金）～２２日
（水）※土曜・日曜日、祝日は実施し
ません。　l都計量検定所検査課緯０３・
５４７０・６６３８
「第１０回多摩ブルー・グリーン賞」募集
　多摩地域の中小企業の活性化と地域
経済の振興に寄与することを目的とし
た顕彰制度です。優れた技術・製品を
表彰する「多摩ブルー賞」、新しいビジ
ネスモデルを表彰する「多摩グリーン
賞」があり、各最優秀賞に副賞１００万円、
各優秀賞に副賞５０万円を贈呈します。
また、受賞者限定の多摩ブルー・グリ
ーン倶楽部で、継続的なネットワーク
も構築できます。
　主催は多摩信用金庫。後援は経済産
業省関東経済産業局、東京都、多摩地
域およびその周辺の各市町村・商工会
議所・商工会ほか。
　e多摩地域と周辺地域に事業拠点を
置く中小企業・個人事業主など▼募集
期間　９月７日（金）までl多摩ブル
ー・グリーン賞事務局たましん法人テ
レフォンセンター緯０４２・５２６・７７３９
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海外からの当選通知にご注意！
Ｑ.申し込んだ覚えもないのに、エア
メールで海外の宝くじの当選通知が
来ました。「○万人の中から選ばれて
当選した」「当選のチャンスがある」
との記載で、賞金獲得のため、申込
金としてクレジット番号や郵便為替、
現金を送るようにと書かれてありま
す。このような話を信用してもよい
のでしょうか。
Ａ.このような話を信用して送金し
ても、実際懸賞金を得ることなどあ
りません。懸賞金が当たったかのよ
うに錯覚させる文章で、よく読むと
登録料を支払うだけということが分
かります。
　クレジットカード番号を知らせる

と、一回と思った引き落としがその
後も継続し、止めたいと思っても相
手と連絡が取れず、毎月引き落とさ
れてしまいます。相手には絶対にク
レジットカード番号を教えてはいけ
ません。相手はどのような事業者か
全く分からないので、個人情報を教
えることは危険です。クレジット番
号と有効期限さえ分かれば、いろい
ろな契約の決済を行うことができる
ため、悪用される危険があります。
このような手紙を信じて一回申し込
むと、個人情報が漏れて、同業他社
から多くの同様なダイレクトメール
が来てしまいます。
　そもそも海外宝くじを日本国内で
購入することは、法律で禁じられて
います。高額賞金が当たるという、
夢のような話はありません。

≪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

　今年も暑い夏、節電の夏が始まり

ました。市役所１階の屋内ひろばに

は、市民の皆さんに休憩していただ

ける市民交流スペースを設置してい

ます。また、西部・南部・東部の各

地域センター内のロビーにおいても

休憩スペースがありますので、ご利

用くださいl管財課緯４７０・７７１８

市庁舎や各地域センター内で休憩ができます

今年も暑い夏が予想されています


