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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.　5.　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

 

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。
 

　☆卓球大会＝a５月１６日（水）午後
３時半から（集合は３時１５分）cトー
ナメント戦e小学３年～６年生
　☆幼児のつどい＝ace１７日（木）
午前１０時半～１１時半が「わんぱく遊び」。
３・４歳児。２４日（木）午前１０時半～
午後零時半が「合同遠足～滝山公園」。
弁当、水筒、敷物を持参。２歳～４歳
児。　※雨天の場合は児童館でつどい
を行います。
　☆ひよこタイム＝ac２４日（木）午
前１１時～１１時２０分が「手遊び、わらべ歌、
絵本など」。１１時２０分～正午が「触れ合
いタイム」e零歳～２歳児
　☆おはなし会＝ae２２日・２９日のい
ずれも火曜日、午後３時半からが幼児、

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）
　５月２０日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　５月２７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】
　５月２０日・２７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）
　５月２０日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　５月２７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時からが小学生b滝山図書館絵本の
コーナーc絵本の読み聞かせ
 

　☆ぽかぽかタイム＝ae５月１６日
（水）午前１０時半からが零歳児、１１時
からが１歳児cわらべ歌遊びd原悠子
氏
　☆囲碁の日＝a１６日・２３日・３０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
　☆幼児のつどい＝ac１７日が「春の
遠足」。弁当、水筒、敷物を持参。２４日
が「ミニシアター」。いずれも木曜日、
午前１０時半からe幼児
　☆防災訓練の日＝a１８日（金）午後
４時半からc地震時の訓練e全利用者
　☆革工作＝a６月６日（水）～９日
（土）午後１時半からcキーホルダー
作りe小学生f各日１０人k５月２３日
（水）午後３時半から。電話不可

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

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）

　詳しくはごみ対策課緯４７３・２１１７（粗大ごみの申し込みは緯４７３・２１１８）へ。
　※電話番号をお確かめの上、お掛け願います。

こころの健康づくり講座
～いのちを支える絆づくり～地域で取
り組む自殺予防について～
　東日本大震災後、地域での命の絆づ
くりの大切さが言われています。命を
支えて守る自殺対策についての講演会
を東久留米医師会との共催で行います。
　a６月１３日（水）午後２時～４時b
市民プラザホールd東久留米医師会副
会長の石橋幸滋氏f先着１００人g無料
kl５月１５日（火）から電話で健康課
緯４７７・００２２へ
脳の健康教室
　簡単な読み書き計算で、脳の健康維
持と認知症予防に取り組む教室です。
　a祝日を除く６月１１日～１２月１０日の
いずれも月曜日、午前中に１時間程度
b中央町地区センターcドリルを使
った簡単な読み書き、計算学習、参加
者同士の交流などe６５歳以上で１人
で会場に通うことができる方f先着３０
人g無料kl５月１５日（火）午前９時
から電話で、介護福祉課地域ケア係緯
４７０・７７７７（内線２５０１、２５０２）へ
あなたの町に伺います
出張健康講座（わくわく健康プラザ）
　自分の健康度を測定して、これから
の健康づくりに生かしましょう。
　a５月３０日（水）午前１０時～正午（入
場は１１時半まで）bわくわく健康プラ
ザ講堂c①血管老化度測定＝要予約。
定員は午前１０時からが３０人、１０時半か
らが３０人、１１時からが４０人。　※血管老
化度測定は、予約時間になるまで会場
に入れません。②足指力測定＝下肢の
筋力が分かります。測定結果から筋力
アップのトレーニング方法をお伝えし
ます。　※素足になれるよう、脱ぎ着し
やすい靴下などでご来場ください。③

血圧測定＝自己測定方法をお伝えしま
す④握力測定＝全
身の筋力の指標に
もなります⑤運動
指導士による実践
指導＝午前１０時１５
分、１０時４５分、１１時
１５分の３回⑥保健
師、管理栄養士に
よる食事・運動のアドバイスkl①は
５月１５日（火）から電話で健康課保健
サービス係緯４７７・００２２へ。②～⑥は
当日直接会場へ
食事相談・健康相談
　a５月２２日（火）午前９時半～１１時半、
６月１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～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
４カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　a５月３１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１月１１日～１月３１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
　a５月２４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４月１２日～５月８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
　a５月３０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

人口と世帯　人口１１４，４３５人（男５６，５２３人　女５７，９１２人）　世帯数５０，８２６＜平成２４年５月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１，６４９人＜平成２４年５月１日現在＞

5
土金木水火月日

５５４４３３２１

１１２２１１１０９８７６６

１１９９１８１７１６１５１４１１３３

２２６６２５２４２３２２２１２２００

３１３０２９２８２２７７

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

6
土金木水火月日

２２１

９９８７６５４３３

１１６６１５１４１３１２１１１１００

２２３３２２２１２０１９１８１１７７

３３００２９２８２７２６２５２２４４

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

24.　5.　15

5
土金木水火月日

５５４４３３２１

１１２２１１１０９８７６６

１１９９１８１７１６１５１４１１３３

２２６６２５２４２３２２２１２２００

３１３０２９２８２２７７

 

　☆おはなしの日＝a５月１６日・２３日
のいずれも水曜日、午前１１時〜１１時半
c手遊びと絵本の読み聞かせe幼児
　☆幼児のつどい＝ac１７日（木）が
「遠足（南沢水辺公園）」。午前１０時半
集合、午後零時１５分解散予定。弁当、
水筒、おやつ、敷物を持参。雨天の場
合は室内遊び。２４日（木）が「かんた
ん工作」。午前１０時半〜１１時半e幼児
　☆工作の日＝a１８日（金）が午後２
時から、１９日（土）が午後１時半から
cプラ板を作りますe小・中学生
　☆将棋教室＝a２３日（水）午後３時
からe小・中学生d東久留米市将棋研
究会
　☆赤ちゃんとニコニコタイム＝
a２５日（金）午前１０時半〜１１時c絵本
の読み聞かせ、わらべ歌、子育ての情
報交換e零歳児とその保護者
 

　☆赤ちゃんひろば＝ace５月１６
日（水）午前１０時半〜１１時半が「親子
のコミュニケーションワークとティー
タイム」。零歳児とその保護者。講師は
炭田契恵子氏。飲み物を持参。２３日（水）
午前１０時半〜１１時半が「ベビーマッサ

（ ）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

ージ」。零歳児とその保護者。講師は渡
辺直子氏。先着２５組。当日オイル代２００
円、バスタオル、オムツ、飲み物を持
参k５月１６日（水）午前９時から。電
話可
　☆幼児のつどい＝ace１７日（木）
が「合同遠足（遺跡公園）」。午前１０時
半現地集合、１１時半現地解散。１歳〜
４歳児。解散後現地で昼食可。雨天の
場合は通常のつどい。２４日（木）が
「ミニシアター＆お誕生日会」。午前１０
時半〜１１時半。３・４歳児
　☆伝承あそび＝a２１日（月）午後２
時半からc日本の昔遊びを楽しもう。
協力は中井啓子氏e小学生
　☆お母さんと絵本＝a２２日（火）午
前１０時半〜１１時１５分c絵本の読み聞か
せ、素話、手遊びなど。協力は東部図
書館e幼児
　☆将棋の日＝a２３日（水）午後３時
からe小学生d五角探求会
 

　☆ぴよぴよママの会＝a５月１６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e零歳児と
その保護者
　☆おはなしの日＝a１６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
　☆幼児のつどい＝ac１７日（木）が

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

「合同春の遠足（いこいの森公園）」。
午前１０時半現地集合、１１時半現地解散。
２４日（木）が「運動遊び、５月のお誕
生会」。午前１０時半〜１１時１５分eあひる
（３・４歳児）j１７日が雨天の場合は
２４日の予定と入れ替えます
　☆ネイチャーゲーム＝a１９日（土）
午後１時２０分〜３時４５分c落合川で魚
捕りや川観察e小学生f先着１５人h汚
れてもよい靴、タオル、飲み物、帽子
k受け付け中
　☆すくすく広場＝a３０日（水）午前
１０時半〜１１時半cわらべ歌で子育てe
零歳児とその保護者d原悠子氏f先着
１５人k５月２３日（水）午前９時から。
電話可
 

○地域子ども家庭支援センター
上の原のご案内
　センター上の原は、乳幼児とその保
護者が安心して楽しく遊べる場です。
ママ友作りのお手伝いもしています。
子育て家庭の親子の交流の場、相談、
子育て事情が聞ける場、学びの場とし
てご利用ください。
　【開館日】月曜〜金曜日（土曜・日曜
日、祝日、年末年始は休館）
　【施設案内】乳児室＝授乳コーナーや、
赤ちゃんが安心して遊べる畳の赤ちゃ
んコーナーがあります▼幼児室＝まま
ごと・絵本・積木・ブロックなどのコ
ーナーがあります　※乳児室・幼児室
の利用時間は、午前９時半〜午後４時
です。▼地域活動室＝子育てグループ
作りに、サークル活動に午前・午後各
２時間、無料で貸し出します（要予約）
▼飲食室＝昼食、おやつにご利用くだ
さい。ポット、電子レンジがあります。
◎赤ちゃん・ふらっと（東京都内の授
乳室・おむつ替えスペース）に登録さ
れています。授乳・おむつ替えにご利
用ください（午前８時半〜午後５時）
　【事業案内】赤ちゃん広場＝第１木曜
日▼ちびっこ育児講座＝第２木曜日▼
なかよし広場＝第一小学校が第３火曜
日。第六小学校が第２・第４火曜日　
※８月の各種事業はお休みです。
　lセンター上の原緯４２０・９０１１
 

　☆わくわく赤ちゃん広場「はいはい
の会」＝a５月２３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＝a５月１８日（金）
午前１０時〜１１時半b第十小学校c気軽
に育児の情報交換をし、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i徒歩か自転
車で来場をk当日直接会場へ
 

　☆なかよし広場＝a５月２２日（火）

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

午前１０時〜１１時半b第六小学校c育児
の情報交換やしつけの話をし、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i徒歩
か自転車で来場をk当日直接会場へ
　☆子育て講演会②「子どもの思いを
受け止めて」＝a６月１８日（月）午前
１０時〜１１時半b生涯学習センター集会
学習室４c子どもを深く理解するため
の講座ですe市内在住で子育て中の方
d東洋大学教授の清水玲子氏f２０人
g無料j保育ありk５月１７日（木）から、
同センターへ
　☆休館日のお知らせ＝５月１７日（木）
は館内整備のため、休館します
 

子どもの体力運動能力向上事業
　子どもたちが継続的に運動をするき
っかけとなるよう、各種スポーツ教室
を実施します。
◎アクアフィットネス教室
　a全８回。５月２７日〜７月１５日のい
ずれも日曜日、午前１０時〜１１時bスポ
ーツセンターc水に対する恐怖心の
克服を目指しますe市内在住・在学で
水泳に不慣れな小学生f先着２０人g
無料k５月１５日（火）午後１時からス
ポーツセンター窓口へ。電話可
◎９月以降も次の各教室を実施予定
　詳細はスポーツセンター館内の掲示
をご覧ください。
　▼フィットネス教室＝９・１０月の水
曜日を予定▼初心者バレーボール教室
＝１０・１１月の木曜日を予定▼初心者バ
スケットボール教室＝１１月〜２５年１月
の木曜日を予定▼初心者ティーボール
教室＝２・３月の木曜日を予定l同セ
ンター緯４７０・７９００
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。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。
　a５月２６日（土）午後４時４０分〜６
時半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同協会事務局緯４７０・
２７２２
夏季市民オープンバスケットボー
ル大会
〜市バスケットボール連盟主催
　a６月１７日・２４日のいずれも日曜日、
午前９時〜午後６
時５０分bスポーツ
センターe市内
在住・在勤で１８歳
以上の方（高校生
は不可）で編成さ
れたチームg１チ
ーム５，０００円。新規登録チームは別途
３，０００円j抽選会は６月２日（土）午後
６時〜８時、スポーツセンター３階会
議室でkl同連盟事務局・貫井清三緯
４７４・１１１１へ

　６月前後はカラスの繁殖期です。カラス
の多くは、卵やひなを守るために、巣やひ
なに近づくと 威  嚇 などをしてきます。

い かく

　また、多くのカラスは、餌の捕れる周辺
に生息します。餌となりやすい生ごみを少
なくするなど、ごみの出し方を工夫するこ
とが大切です。

　カラスに威嚇などされないために、次の
ような予防対策をしましょう。
●カラスを刺激しない
●巣やひなに近づかない
●帽子や日傘で身を守る
　詳しくは環境政策課緯
４７０・７７５３へ。
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スマートフォン
（高機能携帯電話）の注意点
Ｑ.スマートフォン（スマホ）を購入
したいと思っているのですが、どの
ようなことに気を付けたら良いです
か。
Ａ.パソコンに近い機能を持つスマ
ートフォンが普及し始め、従来の携
帯電話からスマートフォンに買い替
える方が多くなっています。
　スマートフォンは携帯電話の機能
に加えて、画面に触れることで簡単
に操作できるのが特徴です。また、
アプリケーション（アプリ）をイン
ストールすることで、さまざまな機
能を付けることが可能です。一方で、
携帯電話との違いから、購入する上
で注意すべきポイントがあります。
・パケット通信料は定額制に
　スマホは携帯電話より多くのデー
タ通信を行います。パケット通信料
が高額になるので、定額制にした方
が良いでしょう。料金プランの仕組
みや特徴などを理解し、分からない
ことは事前に聞いておきましょう。
・データの容量を確認して
　スマートフォンには、写真やアプ

リケーションなど、さまざまなデー
タが入ります。機種によってはデー
タの容量が少ないものもあるので、
拡張性などを考慮して商品を選択し
ましょう。
　このように、スマートフォンの選
び方は、使い方によって違ってくる
と考えましょう。トラブルの多くは
思っていた物と違うというものです
が、一度契約すると２年以内での解
約は解約料がかかるため、購入する
際は慎重に選ぶことが重要です。
［スマートフォンを安全に使う工夫］
・セキュリティー対策
　スマートフォンもパソコンと同様
に、常にウイルス感染の脅威にさら
されています。基本ソフトのアップ
デートやセキュリティー対策などが
必要になります。また、アプリケー
ションをインストールするときは、
信頼できるところから入手するよう、
注意が必要です。
・架空請求に注意
　スマートフォンを利用した架空請
求の被害も増加しています。「おかし
いな」と思ったら、消費者センター
へご相談ください。

≪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

カラス被害の予防について
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絵本講座
〜絵本を楽しく
　学校や地域で絵本の読み聞かせをし
ている方、特にボランティアはしてい
ないけれど絵本が好きな方。そのよう
な方に、これからの季節にお勧めの絵
本や最近話題の絵本を、図書館職員が
紹介します。
　a５月２２日（火）午前１０時半〜正午
b中央図書館２階集会室大g無料k当
日直接会場へl同館緯４７５・４６４６
大人のためのおはなし会
　いつもは、子どもたちが参加してい
るおはなし会を、大人の方も楽しんで
みませんか。中央図書館で行うおはな
し会のボランティアや職員が、大人の
ために楽しいおはなし会を開催します。
ぜひ、ご参加ください。
　a５月２９日（火）午前１０時半〜正午
b中央図書館２階集会室大g無料i小
さなお子さんは参加できません。保育
なしk当日直接会場へl同館緯４７５・
４６４６
 

感動を感じよう！
東久留米ドキュメンタリー映画祭
　abc６月３０日（土）①東部地域セ
ンターで。午前１０時から「うまれる」。
ママさんタイム②西部地域センターで。
午後２時から「祝の島」。午後６時から
「うまれる」▼７月１日（日）①南部
地域センターで。午前１０時半から「ち
づる」②市民プラザで。午後２時から
「月あかりの下で」。上映後に太鼓集団
「響」の太鼓演奏と、監督・出演者に
よるあいさつありg入場券＝１本１，０００
円、２本セット１，８００円、４本セット
３，４００円j各会場３０分前に開場。保育あ
りl市民プラザ緯４７０・７８１３、東部地
域センター緯４７０・８０２０、西部地域セ
ンター緯４７１・７２１０、南部地域センタ
ー緯４５１・２０２１
薬湯の日“枇杷（ビワ）の葉湯”
　ab６月３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j小学生以下は無料l産業振興課労
政商工係緯４７０・７７４３
 

ちょこっとサイズの確かな安心
交通災害共済「ちょこっと共済」
に加入を!
　「ちょこっと共済」は、東京都の３９市
町村が共同で運営する共済制度で、会
員が交通事故でけがなどを負った場合
に、会員の皆さんが出し合った会費か
ら、見舞金が受けられる制度です。
　現在、２４年度の加
入申し込みを受け付
けています（共済期
間は加入日の翌日〜
２５年３月３１日）。
　e市内に住民登録
または外国人登録のある方、または会
員と生計が同一で就学のため都の市町
村外にお住まいの方gＡコースが
１，０００円、Ｂコースが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）へl同課
街路交通計画係緯４７０・７７６８
「第４２回市民文化祭」実行委員会
にご参加ください
　恒例の秋の文化の祭典「市民文化祭」
が開催されます。この催しは、ＮＰＯ
法人東久留米市文化協会と参加する皆
さんで実行委員会を組織し、企画・運
営を行います。
　文化祭の準備を進めるために、実行
委員会を次の通り開催します。展示・
舞台部門などに参加を希望する方で、
実行委員として協力を頂ける方は、ご
出席ください。
　a６月２３日（土）午前１０時からb生
涯学習センター集会学習室１・２k当
日直接会場へl同協会事務局緯４７７・
４７００（月曜〜金曜日、午前９時〜午後
５時）
わかくさ学園発達相談室
「乳幼児の発達相談」
　子どもの発達の問題に関すること、
言葉や運動発達、栄養、保健相談のほか、
親子グループ保育、外来機能訓練など
も行っています。また、保育園・幼稚
園への訪問相談、学齢児の相談も行っ
ています。
　▼相談受け付け　月曜〜金曜日の午
前９時〜午後５時kl発達相談室緯
４６２・４６６９または、わかくさ学園緯４６７・
３２７５へ
市民企画講座「ライター入門講座
〜エッセイに挑戦しよう！」
〜男女平等推進センター主催
　日常の取材を通して感じたことを
「きらり」と光る文章に。プロのライ
ターから上手な文章の書き方など、伝
わる・伝える文章のコツを学びます。
企画・運営はライターナビ。
　a６月１５日・２２日のいずれも金曜日、
午後１時半〜３時半b男女平等推進セ
ンター会議室e２日間参加できる方d
企画・フリー編集者の石井栄子氏f先
着２０人g無料j２歳〜未就学児の保育
あり。５月１６日（水）〜６月１日（金）
に要予約k５月１６日（水）〜６月１１日
（月）に、氏名・電話番号・保育が必
要な方はお子さんの氏名・年齢を、電
話（４７２・００６１）または直接同センタ
ー（火曜日休館）へ
つくってあそぼう！
　紙飛行機や紙鉄砲、紙とんぼなど、
昔ながらの遊びを「つくる」から「あ
そぶ」まで、一緒に楽しみましょう。
　a６月９日（土）午前１０時〜正午b
生涯学習センター集会学習室１・２e
市内在住・在学で小学２年生以下のお
子さん（未就学児は保護者同伴で）f
先着３０人g１００円（保険代・材料費。同
伴者も同額）k５月１５日（火）から電
話で市文化協会事務局緯４７７・４７００（月
曜〜金曜日、午前９時〜午後５時）へ
防犯ボランティア団体・わんわん
パトロール隊員を募集します
　市では、１７年４月に「東久留米市安
全・安心まちづくり条例」を施行し、
自主防犯活動を推進しています。
　安全で安心して暮らすことのできる
住みよいまちづくりを目的に「自分た
ちのまちは、自分たちで守ろう」と考
えている団体・事業者など、また愛犬の
散歩をしながら地域や子どもの安全を
見守り、不審者をチェックするボラン
ティアを随時募集・登録しています。
◎防犯ボランティア団体などに
防犯用品をお貸しします
　登録していただいた「防犯ボランテ

ィア団体」「わんわんパトロール隊員」
の方に防犯用品をお貸ししています。
○お貸しできる防犯用品　
　▼防犯ボランティア団体　腕章▽誘
導灯（合図灯）▽パトロールベスト▽
自動車用マグネットシート▽防犯パト
ロールたすき▽防犯ステッカー（９
cm×９cm）
　▼わんわんパトロール隊　わんわん
パトロール腕章▽わんわんパトロール
リード標▽防犯パトロールたすき▽わ
んパトバンダナ▽わんパトスウィング
ボーン▽パトロールベスト▽誘導灯
（合図灯）▽防犯ステッカー（９cm×
９cm）lボランティア登録、防犯用品
貸与の申請など、詳しくは防災防犯課
防災防犯係緯４７０・７７６９へ
市社会福祉協議会
○災害啓発講演会「災害に備えた
お互いさまの地域活動」
　あの震災を風化させないために、今
だからこそ一緒に考えて取り組む地域
の「つながり」づくり。
　原子力災害の影響で全村避難をして
いた福島県川内村、甚大な津波被害の
あった岩手県陸前高田市の事例から、
私たちが今すべき、地域の絆とつなが
りづくりのための活動を改めて考える
講演会です。主催は、市と同協議会。
　a６月３日（日）午前９時半〜正午
b市民プラザホールd福島県川内村社
会福祉協議会の古内伸一氏、岩手県陸
前高田市社会福祉協議会の安田留美氏
f先着９０人k５月１５日（火）から電話
（４７５・０７３９）またはファクス（４７６・
４５４５）で、①氏名②住所③電話番号、
手話通訳が必要な方はその旨をお知ら
せくださいl同協議会ボランティアセ
ンター緯４７５・０７３９
○会員増強運動が始まります
　同協議会では、市民の皆さんが住み
慣れた家やまちで、安心して心豊かな
地域生活が送れるように、地域に根ざ
した福祉事業を展開し、地域福祉の推
進に努めています。
　今年も多くの皆さんに協議会の趣旨
や事業にご賛同いただき、会員になっ
ていただけるよう、５月２０日（日）〜
７月３１日（火）を会員増強運動期間と
しています。一人ひとりの参加から「福
祉のまちづくり」が始まります。ご理
解とご協力をお願いします。
　▼会員区分と会費額　正会員１，０００
円以上▽特別会員５，０００円以上l同協
議会緯４７１・０２９４
 

５月３１日（木）は自動車税の納期です
　自動車税は、毎年４月１日現在車検
証に記載されている所有者に課税され
ます。２４年度の自動車税納税通知書は、
５月１日に発送済みです。３１日（木）
までにご納付ください。
　都の自動車税は、金融機関や郵便局
などの窓口のほか、指定のコンビニエ
ンスストア、ペイジー対応のＡＴＭ、
パソコン・携帯電話からのインターネ
ット（モバイル）バンキングやクレジ
ットカードでも納付できます。詳しく
は主税局ホームページ（http://www.
tax.metro.tokyo.jp/）をご覧ください
l立川都税事務所緯０４２・５２３・３１７１嘩
東京マガジンバンク講演会
「椎名誠講演会〜世界で見てきた自然
と人間」
　ＳＦ、旅・冒険、映画といった、さ
まざまなジャンルで小説やエッセイ、

ガ イ ド

ルポなどを精力的に書き続けている椎
名誠さんの講演会です。世界各地の風
の匂いが感じられる、そんなひととき
をお過ごしください。
　a６月３日（日）午
後２時〜４時b東京都
多摩教育センターホー
ル（立川市錦町６－３
－１）e都民f４００人
（応募者多数の場合は抽選）k５月２３
日（水）までに（消印有効）、往復はが
きに、講演会名、住所・氏名・電話番号
を記入の上、〒１９０－８５４３、立川市錦
町６－３－１、都立多摩図書館あて郵
送。または東京都立図書館ホームペー
ジ（http://www.library.metro.tokyo.jp/）
の申し込みフォームからl都立多摩図
書館緯０４２・５２４・７１８６
学校公開を行います
○都立久留米特別支援学校（病弱
特別支援学校）
　a６月２２日（金）午前９時半〜午後
零時半b都立久留米特別支援学校（野
火止２－１－１１）c授業公開と学校施
設見学e小・中学校、高等学校の児童・
生徒・保護者、関係機関の方、その他
病弱特別支援学校に関心のある方kl
同校・副校長緯４７１・０５０２へ
○東京学芸大学附属特別支援学校
　a①６月７日（木）②７月１１日（水）
③９月６日（木）は入学選考公示日・
募集要項配布日④９月１２日（水）⑤１０
月１日（月）⑥１０月２２日（月）は募集
要項配布終了日⑦２５年２月４日（月）。
いずれも午前１０時〜１１時５０分b東京学
芸大学附属特別支援学校（氷川台１－
６－１）c①③⑤は中学部、②④は高
等部の教育について説明、幼児部の教
育については随時kl同校・副校長ま
たは教務主任緯４７１・５２７４へ
○都立八王子盲学校
　a６月２３日（土）午前９時〜午後零
時２５分b都立八王子盲学校（八王子市
台町３－１９－２２）kl同校・副校長緯
０４２・６２３・３２７８へ


