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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.　4.　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

せ、手袋人形、手遊びe３歳児
　☆おはなしの日＝a１７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
　☆ぽかぽかタイム＝ae１８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＝a１８日・２５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＝ac１９日（木）午
前１０時半からが「しゃぼん玉遊び」。２６
日（木）午前１０時半からが「こいのぼ
り作り」e幼児
 
　
　☆伝承遊び＝a４月１６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d中井啓子氏
　☆おはなしの日＝a１７日・２４日のい
ずれも火曜日、午前１１時～１１時半c絵

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

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）
　４月１５日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　４月２２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）
　４月２９日＝おざき内科循環器科クリニック（幸町４－２－１、緯４７７・０５５５）
　４月３０日＝たかはしクリニック（本町２－３－４、緯４７９・１８００）
　【歯科】
　４月１５日・２２日・２９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）
　４月１５日・２９日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　４月２２日・３０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）

本の読み聞かせ、手遊びe幼児
　☆赤ちゃんひろば＝ace１８日（水）
午前１０時半～正午が「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。指導は炭田契恵子
氏。飲み物を持参。２５日（水）午前１０
時半～正午が「ベビーマッサージ」。零
歳児とその保護者。指導は渡辺直子氏。
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k４月１８
日（水）午前９時から。電話可
　☆幼児のつどい＝ace１９日（木）
午前１０時半からが、オリエンテーショ
ン「登録・出席カード作り・体操など」。
１・２歳児。２６日（木）午前１０時半か
らが、楽しく遊ぼう「親子の触れ合い
遊び」。３・４歳児
　☆将棋の日＝a２５日（水）午後３時
からe小学生以上d五角探求会

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）

４月３０日（振り替え休日）のごみ収集は
　４月３０日は月曜日の休日ですが、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。

献血にご協力ください
　次の日程で献血を実施しますので、
ぜひ、ご協力をお願いします。なお、
本人確認を実施していますので、本人
確認のできる物を持参してください。
　a４月２６日（木）午前１０時～午後４
時（正午～午後１時半を除く）b市民
プラザホールl健康課予防係緯４７７・
００３０
４カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　a４月１９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e２３
年１２月１日～１２月１９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
　a４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３月２０日～４月１１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
 

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。
 

　☆折り紙教室＝a４月１７日（火）午
後３時～４時半c季節の折り紙を楽し
もうe幼児～中学生d大泉光子氏
　☆幼児のつどい＝ace１９日（木）
午前１０時半～１１時１５分が「オリエンテ
ーション」。２歳児。２６日（木）午前１０
時半～１１時半が「ゆったり触れ合い遊
び」。３・４歳児
　☆絵本大好き＝a２０日（金）午前１１
時～１１時２０分c絵本の読み聞かせなど
e３歳前後の幼児d渡辺和子氏、中林
のり子氏
　☆ひよこタイム＝a２４日（火）午前
１１時～１１時２０分c絵本の読み聞かせな
どe零歳～２歳児とその保護者
　☆入学・進級おめでとう　わいわい
ストリート＝a２８日（土）午後１時半
～４時cゲームコーナー、スライム、
工作など。みんなで入学・進級を祝お
うe４歳児～小学生rf先着１５０人k
４月１５日（日）午前９時から参加整理
券（無料）を配布i２８日（土）午前中
は準備のため閉館します。午後５時以
降は通常開館（中学・高校生年代のみ）
します
 
　
　☆おはなしタイム＝a４月１６日（月）
午前１０時半～１１時半c絵本の読み聞か

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

人口と世帯　人口１１４，３５５人（男５６，４９２人　女５７，８６３人）　世帯数５０，６９１＜平成２４年４月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１，６４３人＜平成２４年４月１日現在＞
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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

4
土金木水火月日

７７６５４３２１１

１１４４１３１２１１１０９８８

２２１１２０１９１８１７１６１１５５

２２８８２７２６２５２４２３２２２２

２２９９３３００２２９９

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。

【 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面～８面の表記が 
変わります

　身近な暮らしに関する情報を
お届けする６面～８面の表記が、
今号から次のように変わります。
　「日時」「会場」「対象」などに
ついて、従来は「▼日時」「▼会
場」「▼対象」と表記していまし
たが、今号から「日時」はa、
「会場」はb、「対象」はeと表
記します。表記例は上記の【表
記の凡例】をご参照ください。
　詳しくは企画経営室秘書広報
担当緯４７０・７７０８へ。
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春季市民バドミントン大会
～市バドミントン連盟主催
　a５月６日（日）午前９時半集合b
スポーツセンターc個人ダブルス戦
（男女とも１～３部）e１６歳以上で、
市内在住・在勤・在学の方g１チーム
２，４００円k４月２５日（水）までに（必
着）、はがきに住所・氏名・電話番号・
希望の部（男女の区別）を記入の上、
〒２０３－００５１、小山５－５－９、福田
行高あて郵送をl同連盟・山口緯４７３・
２１６２
会長杯ソフトボール大会
～市ソフトボール連盟主催
　a５月１３日（日）午前８時からb滝
山球場e同連盟に登録し市内在住・在
勤者で構成するチームg１チーム１万
円（保険料含む。抽選会に持参してく
ださい）j抽選会は４月２８日（土）午
後７時から中央図書館２階で行います
kl同連盟・赤羽根緯４７４・７１１０（夜間）
 

６月１日（金）～７日（木）
非常用電源設備更新工事のため
西部地域センターを一時閉館します
　西部地域センターを安全に利用して
いただくため、非常用電源設備の更新
工事を行います。この間、同センターは、
管理事務室と滝山連絡所を除く各施設
（地域センター、地区センター、図書館、
児童館）を休館します。ご不便をおか
けしますが、ご理解とご協力をお願い
しますl生活文化課緯４７０・７７３８
下里コミュニティ図書室
実務担当者を募集します
　▼勤務日時など　火曜～金曜日の午
後１時～５時。土曜・日曜日、夏休み
期間は午前１０時～午後５時。土曜・日
曜日を含む週３日、ローテーション制。
６月１日以降の採用を予定e市内在住
で、運営委員会と選定部会に参加協力
できる４５歳くらいまでの方f１人k５
月１５日（火）までに（必着）、履歴書
（写真添付）を、〒２０３－００４４、柳窪
５－１－２５、下里コミュニティ図書室
あて郵送をl同図書室緯４７３・８８３９
男女共同参画情報誌「ときめき」
第４８号を発行しました
　▼発行日　３月３０日▼主な内容　特
集「男女共同参画社会の形成をめざす
東久留米市第２次男女平等推進プラ
ン」の策定に伴う樋口恵子氏講演会「一
人ひとりに居場所と出番を」／パネル
ディスカッション「男女共同参画社会
の形成をめざして」▽トップインタビ
ュー（いろいろな「枠」を超え、人は
もっと輝ける！～心をシンクロさせ、
愛される店に～）▽情報ホットライン
（男女平等推進センター所蔵図書の書
籍紹介と主催講座リポート）▽パパク
ラブ＠ひがしくるめ▽同センターの利
用・相談案内▼配付場所　市民プラザ、
男女平等推進センター、生活文化課（市
役所２階）、市内各公共施設などl生活
文化課緯４７０・７７３８
さいわい福祉センター
利用者を募集します
◎機能回復訓練
　e次の①②いずれにも該当する方。
①市内在住の１５歳～６４歳で、医療行為
を終えて症状が安定し、在宅で訓練を
継続するための指導を希望する方②介
護保険によるサービスを受けていない
方c運動療法個別指導（家族も含む）
▽補装具（車いす、下肢装具、つえな
ど）の製作・修理の相談、使用練習▽

整形外科医師相談（月２回）▼利用期
間　４月から６カ月間f若干名k４月
１６日（月）～２０日（金）の平日午前９
時～午後５時に、さいわい福祉センタ
ー緯４７７・２７１１（ファクス４７７・２７５０）
へl同センター
東久留米のふれあい情報サイト
「くるくる」が５周年を迎えました
　東久留米のふれあい情報サイト「く
るくる」が、開設から５周年を迎える
ことができました。おかげさまでアク
セス数は２０万ア
クセスを超え、
登録団体も４００
団体を超えまし
た。
　登録団体の皆
さんから寄せら
れる数多くの活
動紹介・イベン
ト紹介などの情報が柱となり、「くるく
る」は市民の皆さんに喜んでいただけ
るサイトへと成長を続けることができ
ました。　昨年１２月のサイトリニュー
アルとマスコットキャラクターの誕生
によって、より一層親しみやすい「く
るくる」になったと好評です。また、
「市民レポーター」では市民の皆さん
にレポーターとなっていただき、自然
豊かな東久留米の歴史や四季折々の様
子などを紹介していただきました。
　これからも、旬の情報をお届けして
いきますので、ぜひサイトにアクセス
してみてください。
◆東久留米のふれあい情報サイト「く
るくる」（http://kuru２.genki３６５.net/）
l東久留米市コミュニティサイト運営
委員会事務局緯４３９・６０３３
避難所運営訓練などの共催団体を
募集します
　地域の困りごとに、ボランティア団
体や市民活動団体とボランティアセン
ターとが一緒に取り組む企画やアイデ
アを募集します。一つの団体だけでは
やりきれない課題を一緒に考え、講座
やイベント、調査研究などについて、
役割分担をして取り組みます。
　今年の重点事業は、複数の自治会・
自主防災組織で実施する「避難所運営
訓練」などの災害に備える事業です（昨
年度は、学芸大学附属特別支援学校合
同防災訓練、第七小避難所合同防災訓
練を実施）。特に初めての団体を応援し
ます。また、地域福祉の新しい課題に
取り組む事業も募集しています。
　e市内で活動する非営利の市民活動
団体（自治会の場合は複数の会から成
る実行委員会を予定していること）▼
助成額　１事業上限５万円（２事業を
実施予定）▼期間　２５年３月までに事
業が終了するものk社会福祉協議会地
域福祉係へ相談・打ち合わせの上、申
請書類を提出してくださいl同係緯
４７５・０７３９
お好みのボランティア・イベント
情報を携帯電話へお届けします
　ボランティアの募集やイベント情報
を、お手元の携帯電話（パソコンも可）
に配信します。あらかじめ興味のある
分野（高齢者、子育て、障がい児者、
芸術・文化・教育、環境、国際、災害
救援、その他、社
会福祉協議会から
のお知らせ）を登
録することで、外
出時などでもお好
みの情報を受け取
ることができます。
　サービスのご利

用は、同協議会ホームページ（QRコー
ド）から「お好みメールサービス」を
クリックし、ユーザー名やアドレス、
パスワードを登録してください。登録
後、「認証（本登録確認用）メール」が
届きますので、必ずご確認ください。
◆社会福祉協議会「携帯版」ホームペ
ージアドレス（http://www.higashikuru
me-shakyo.or.jp/mobile/index.html）l
同協議会総務係緯４７１・０２９４
 

元気な「ちびっこ力士」 集まれ！
わんぱく相撲・東久留米場所
　今年で８回目を迎える小学生による
男女別・学年別相撲トーナメント「わ
んぱく相撲・東久留米場所」の参加者
を募集します。
　a５月２６日
（土）午前１０
時半～午後４
時（受け付け
は９時半か
ら）b第二小
学校体育館　
※車での来場
はご遠慮ください。e市内在学・在住
の小学生g無料h体育着、上履き、昼食、
敷物k５月７日（月）までに申込書付
属のはがきでl東久留米青年会議所 ・
山下緯０９０・５５１６・４６６６
ちょっぴりシュワッな梅うふふ　
ゼリー　４月１５日（日）新発売！
　東久留米酒販組合では、昨年６月に
新発売した「東久留米の梅酒さんゼリ
ー」に引き続き、ゼリー第二弾として、
微発泡梅ワイン「ちょっぴりシュワッ
な梅うふふ」を使用したゼリーを開発
し、同組合加盟取扱店で新発売します。
ぜひお試しください。　※ゼリーには
炭酸は含まれません。アルコール２％
未満が含まれます。

　▼価格など　１個（１２０ml）、２１０円（税
込み）l同組合緯４７３・０９５２または同ホ
ームページ（http://higashikurume-
syuhan.com/）
自衛官を募集します
○技術海上・技術航空幹部
　e大卒で３８歳未満の男女（専攻学科
の指定・技術の業務経験年数有り）▼
受付期間　４月２７日（金）～５月１８日
（金）▼試験日　７月２日（月）
○技術海曹・空曹（免許の部）
　e２０歳以上で国家免許などを有する
男女（国家資格免許の指定有り）▼受
付期間　４月２７日（金）～５月１８日（金）
▼試験日　６月２９日（金）
　l試験内容・受験資格など、詳細は
防衛省国分寺募集案内所緯０４２・３２４・
１０１０
防火防災教育を実施しましょう
○幼少年に対する防火防災教育
　２３年中、東京消防庁管内で子ども（１２
歳以下）の火遊びに起因した火災が４１
件発生し、２０人の負傷者が出ました。
また、１８年～２３年の５年間に、火遊び

ガ イ ド

による火災で７人の子どもが亡くなり、
いずれも住宅内でライターを使用して
いました。
　このことから、入園・入学、新学期
のこの時期をとらえ、子どもたちに火
遊びの恐ろしさや火の大切さなどを教
えましょう。
　火遊びを防ぐには、①ライターなど
は子どもの目に触れない、手の届かな
い場所に厳重に管理する②子どもだけ
を残しての外出は避け、在宅中は子ど
もに常に注意を払
う③子どもには幼
児期から、火災の
怖さや火遊びの危
険性を教える④子
どもの安全を守る
ため、子どもが簡
単に操作できないチャイルド・レジス
タンス・ライター（ＣＲライター）を
使用する⑤公園など屋外で子どもが火
遊びをしているところを見たら、その
場で注意してやめさせるなど、地域全
体で火遊びを防ぐ
○新入社員を重点とした防火防災教育
　４月は、社会人としてスタートする
方、人事異動で新任地に就く方、第二
の職場で再スタートする方など、職場
の人事配置が大きく変わる時期です。
　いざという時に職場からの１１９番通
報や初期消火、避難誘導などがスムー
ズにできるように防火防災教育を実施
しましょう。
　防火防災教育の実施にあたっては、
各事業所の消防計画を基本に、事業所
の用途や建物の規模・構造などの特性
を踏まえ、従業員の防火防災上の役割
などを具体的かつ十分に認識させるこ
とが必要です。
　この時期をとらえて、新たな職場で
働く従業員に防火防災教育を徹底する
ことが大切です。
　防火防災についての講義や、事業所
の防火防災教育（自衛消防訓練）の相
談は東久留米消防署緯４７１・０１１９へ。

マスコットキャラクターの
くくちゃんとるるくん

微発泡梅ワインを使用したゼリーが新発売

社会福祉協議会
QRコード
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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.　4.　15

4
土金木水火月日

７７６５４３２１１

１１４４１３１２１１１０９８８

２２１１２０１９１８１７１６１１５５

２２８８２７２６２５２４２３２２２２

３３００２２９９

5
土金木水火月日

５５４４３３２１

１１２２１１１０９８７６６

１１９９１８１７１６１５１４１１３３

２２６６２５２４２３２２２１２２００

３１３０２９２８２２７７

 

　☆トランポリンの日＝a１８日（水）
午後２時からe小・中学生i跳びやす
い服装で
　☆幼児のつどい＝ac１９日（木）午
前１０時半～１１時半が「みんなで遊ぼう。
２６日（木）午前１０時半～１１時半が「遊
びランド」e幼児
　☆きらら＝a２０日（金）午前１０時半
からc幼児のつどいの参加シールを作
りながら子育ての情報交換e幼児とそ
の保護者
　☆おはなしの日＝a２５日（水）午前
１１時～１１時半c手遊び、絵本の読み聞
かせe幼児
　☆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　
 

　☆ぴよぴよママの会＝a４月１８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＝a１８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

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

　☆幼児のつどい＝ace１９日（木）
午前１０時半～１１時１０分が「参加手続き
の説明、４月のお誕生会」。うさぎ（１
歳１カ月～２歳６カ月児）。２６日（木）午
前１０時半～１１時１５分が「こいのぼりを
作ろう、４月のお誕生会」。あひる（２
歳６カ月～４歳児）
　☆折り紙の日＝a２１日（土）c折り
紙で桜を作ろうe小学生k当日受け付
け
　☆すくすく広場＝a２４日（火）午前
１０時半～１１時半cベビーマッサージe
零歳～１歳３カ月児d渡辺直子氏f２０
組g当日オイル代２００円hバスタオル・
オムツk４月１７日（火）午前９時から。
電話可
 

 

　☆わくわく赤ちゃん広場「はいはい
の会」＝a４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
　☆手作り布おもちゃの会＝a４月１７
日（火）午前１０時～正午c布で名札を
作りますe乳幼児とその保護者h裁縫

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

箱・はさみj保育なしk４月１６日（月）
までに同センターへ
　☆なかよし広場＝a４月２０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、地域のボラン
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＝「親子でエアロビ
クス」a５月１４日（月）午前１０時～１１
時半b市民プラザホールc親子でいい
汗かいてリフレッシュしましょうe１
歳～３歳児とその保護者dＯＫＪエア
ロビクスファミリーの岡田陽子氏f先
着３０組k４月１６日（月）から同センタ
ーへ
 

　☆なかよし広場＝ab４月１７日（火）
午前１０時～１１時半が、第一小学校。２４
日（火）午前１０時～１１時半が、第六小
学校c育児の情報交換やしつけの話を
し、地域の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
 

ゴールデンウィークも図書館へ
　図書館は、金曜日を除いて、祝日も開
館しています。連休中も平常通り開館
していますので、どうぞご利用くださ
い。なお、土曜・日曜日、祝日の開館時間
は、全館午前１０時～午後５時です。
　また、土曜・日曜日、祝日は、午後１時
から中央図書館２階の集会室を学習室
として利用できますl同館緯４７５・４６４６
こどもの読書週間
　４月２３日（月）～５月１２日（土）は「こ
どもの読書週間」です。中央図書館２
階の展示コーナーでは、４月１８日（水）
～５月１４日（月）の期間、国語の教科
書に出てくる「おはなしの本」を楽し
く展示しますl同館緯４７５・４６４６
 

第１３回オープン女子ダブルス
卓球大会
～市卓球連盟主催
　a６月２日（土）午前９時開場bス
ポーツセンターc女子ダブルス▼競
技方法　３組または４組によるリーグ
戦後、トーナメント戦g１組２，０００円
k５月１７日（木）までに（必着）、参加
費（現金書留または郵便
定額小為替で）と、住所・
氏名・年齢・電話番号を
記入の上、〒２０３－８７９９、
東久留米郵便局留、山田弘子あて郵送
をi電話や当日の申し込みは受け付け
ません。申し込み後の参加費の返金は
できませんl同連盟・木村めぐみ緯
４７４・８４４８または平井千民緯４７７・２３００

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

第７８回市民テニス大会
～市テニス連盟主催
　▼種目・日程　①男子ダブルス１・
２部、女子ダブルス１・２部＝５月１３
日（日）（予備日は２０日〈日〉）②壮年
ダブルス（男子５０歳以上、女子４０歳以
上）＝５月２０日（日）（予備日は２７日
〈日〉）b市内各テニスコートe市内在
住・在学・在勤・在テニススクールの
高校生以上の方g
１ペア２，０００円k４
月２４日（火）までに、
郵便振替（００１９０－
２－６３２３６９、加入者
名は東久留米市テ
ニス連盟）で、通信
欄に郵便番号、住所、
氏名、参加種目、在
学・在勤・在テニススクールの場合は
学校名、勤務先、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i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。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l同連盟・佐々木緯４７３・００７９（夜
間）
市民ハイキング「高倉山」　
新緑の里山を一緒に歩きませんか
～市山岳連盟主催
　a５月１２日（土）午前７時４０分東久
留米駅２階改札前集合（雨天中止。中
止の場合は前日午後６時頃までに連
絡）c行き先は中央線沿線の高倉山
（３７８ｍ）▼コース　東久留米駅―（電
車）―藤野駅―高倉山―藤野駅（電車）
―東久留米駅▼歩行時間　約４時間半
e中学生以上g参加費８００円（保険料含
む）と交通費（約１，８００円）h弁当、飲
み物、雨具、帽子、手袋などi山道に
適した底の厚い靴でkl月曜日除く、
４月２１日（土）までに電話で同連盟・
岩田緯４７６・１０２８（午後７時～８時）へ
ジョイフルスローピッチ
ソフトボール教室
　タッチプレーがなく、打者用・ラン
ナー用に２つあるホームベースや柔ら
かく大きいボールで、危険性を極力減
らし楽しさを追求した、誰でも気軽に
プレーできるソフトボールの教室です。
　a全３回。５月１１日・１８日・２５日（予
備日は６月１日）、いずれも金曜日の午
後１時半～３時半b南町運動広場（南
町１－８）e市内在住・在勤で健康な
方（年齢性別不問）f３０人（応募者多
数の場合は抽選）g５００円（保険料など）
i運動しやすい服装・靴で。道具のあ
る方は持参を（野球用グローブ可）k
５月１日（火）までに（必着）、往復は
がきに「ジョイフルソフトボール教室
参加希望」、住所・氏名・年齢・電話番
号（返信用にも住所・氏名を書いて）
を記入の上、〒２０３－００１１、大門町２
－１４－３７、スポーツセンター内、体育
協会事務局あて郵送をl同協会事務局
緯４７０・２７２２
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トイレの詰まりで
高額の修理代を請求された
Ｑ.トイレにペーパーを詰まらせて
しまいました。困って、ポストに投
函されていたマグネット式の広告の
出張サービス業者に来てもらいまし
た。修理してもらったものの、高額
の修理代を請求されています。知人
に話したら「それは高すぎる」と言
われました。払わなければならない
のでしょうか。
Ａ．水漏れやトイレの詰まりなど、
水回りの故障は慌ててしまうもので
す。夜間や休日でもすぐに来てくれ
る２４時間対応の出張サービスは便利
ですが、料金について次のようなト
ラブルがよくあります。①出張料金
を請求される②夜間や休日などの特
別料金がかかる③修理の場で見積も
り金額を言われても、高いか安いか
判断がつきにくい、など。
　トラブルを防ぐためには、依頼す
る前に修理の内容と料金をきちんと
確認することが必要です。業界団体
などで基準になるような価格は発表
されておらず、後で「高すぎる」と
言うのは難しい場合があります。消
費者センターでも価格の多寡は判断

しかねます。業者が到着したら、現
場を見てもらい、まずは見積もり金
額を出してもらいましょう。この時
に断ることも可能ですが、出張料金
だけは請求されることがあります。
事業者は２４時間体制で現場に出張で
きるよう人員体制を整えていること
から、作業をしなくても出張費用を
請求することを直ちに不当とは言え
ませんので注意しましょう。
　電話で訪問を依頼するときには、
現状を詳しく説明し、出張費、特別
料金、修理代など、必要と思われる
料金について前もって確認しましょ
う。この際、一社だけでなく複数の
業者に問い合わせてみるのも良いで
しょう。　集合住宅の場合には、決ま
った事業者と契約していることもあ
るため、まずは、管理組合などに問
い合わせてみましょう。また、市内
の指定下水道工事店でも、水回りの
修理をしてもらえます。市ホームペ
ージにリストを掲載していますので、
参考にしてください。ホームページ
が見られない方は、施設管理課下水
道施設係緯４７０・７７５９に問い合わせ
てください。

≪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

　「地産地消。安全で新鮮な地元の野菜・花
を見直そう」を合言葉に、東久留米市地場
産交流組合では、毎月第１・第３土曜日の
午後１時から、市役所１階屋外ひろばで「青

空市」を開催していま
す。
　ぜひ、ご来場くださ
い。　　※天候などに
より、中止する場合も
あります。
　l産業振興課農政係
緯４７０・７７４３

毎月第１・第３土曜日の午後
青空市を開催！


