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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.　2.　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

【 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））

　☆おはなしの日＝２１日・２８日のいずれも
火曜日午後４時から。素話、絵本の読み聞
かせ、手遊び。小学生。
　☆お母さんのための講習会＝３月１４日
（水）午前１０時半～１１時半。親子エアロビ
クス。ハイハイ前までの零歳児とその保護
者、１５組。講師は上田泰子氏。　※２月１５日
（水）午前９時半から申し込み受け付け（電
話可）。

 
　☆幼児のつどい＝２月１６日が「室内遊び
と歌・手形押し」、２３日が「おひなさま作
り」。いずれも木曜日午前１０時半～１１時半。
幼児。　※動きやすい服装で。
　☆きらら＝１７日（金）午前１０時半～正午。

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

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）
　２月１９日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　２月２６日＝たかはしクリニック（本町２－３－４、緯４７９・１８００）
　【歯科】
　２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）
　２月１９日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　２月２６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）

季節の折り紙を折ったり、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
換などをします。幼児とその保護者。
　☆おはなしの日＝２２日（水）午前１１時～
１１時半。手遊び、絵本の読み聞かせ。幼児。
　☆将棋教室＝２２日（水）
午後３時から。小・中学
生。指導は東久留米市将
棋研究会。
　☆赤ちゃんとニコニコ
タイム＝２４日（金）午前
１０時半～１１時。絵本の読み聞かせ、わらべ
歌、子育ての情報交換など。零歳児とその
保護者。

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。

人口と世帯　人口１１４,３８８人（男５６,４７２人　女５７,９１６人）　 世帯数５０,５９９＜平成２４年２月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１,６５０＜平成２４年２月１日現在＞

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。

１歳６カ月児健康診査
　▼日時　３月１日（木）午後零時半～１
時半受け付け▼会場　わくわく健康プラザ
▼対象　２２年７月２１日～８月１１日生まれの
幼児◆当日直接会場へ

　詳しくは健康課保健サービス係緯４７７・
００２２へ。
３歳児健康診査
　▼日時　２月２３日（木）午後零時半～１
時半受け付け▼会場　わくわく健康プラザ
▼対象　２１年１月１７日～２月７日生まれの
幼児◆当日直接会場へ
　詳しくは健康課保健サービス係緯４７７・
００２２へ。

　麻しん・風しんのまん延を予防するた
めに、１８年度から麻しん・風しん混合ワ
クチンによる２回接種（１期は１歳児、
２期は幼稚園・保育園などの年長児）に
変わりました。また、２０年４月１日から
は、５年間の期限付きで３期・４期に拡
充されました。
　２３年度の３期・４期の対象　①３期＝
中学１年生に相当する年齢（１０年４月２

日～１１年４月１日生まれ）②４期＝高校
３年生に相当する年齢（５年４月２日～
６年４月１日生まれ）。　※近年、麻しん
（はしか）の流行がみられ、早期の免疫
獲得が必要です。対象となる方には、個
別に通知しています。未接種の方は早め
に接種することをお勧めします。
　なお対象者で、通知の届かない方は、
健康課予防係緯４７７・００３０へ問い合わせ
てください。
　【接種期間】２４年３月３１日まで
　詳しくは同係へ。
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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。

 
　☆スポフェスＷＥＥＫ＝２月１５日（水）
～２４日（金）のいずれも午後４時～４時半。
２５日（土）のスポーツフェスティバルに向
けての練習。小学生。上履き、飲み物持参。
　☆幼児のつどい＝１６日（木）午前１０時半
～１１時半が３・４歳児。２３日（木）午前１０
時半～１１時１５分が２歳児。いずれも３月８
日（木）の合同お別れ会の練習。
　☆絵本だいすき＝１７日（金）午前１１時～
１１時２０分。絵本の読み聞かせなど。３歳前
後の幼児とその保護者。講師は渡辺和子氏、
中林のり子氏。

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

　☆おりがみ教室＝２１日（火）午後３時～
４時半。折り紙を楽しもう。幼児～中学生。
指導は大泉光子氏。
　☆サロンフレンズ＝２２日（水）午前１０時
半～１１時４０分。高齢者と幼児の触れ合いサ
ロン。幼児。

 
　☆ぽかぽかタイム＝２月１５日（水）午前
１０時半からが零歳児、１１時からが１歳児。
わらべ歌遊び。講師は原悠子氏。
　☆幼児のつどい＝１６
日が「おひなさま作り」、
２３日が「劇遊び導入」。
いずれも木曜日午前１０
時半から。幼児。
　☆おはなしタイム＝
２０日（月）午前１０時半
から。絵本の読み聞かせ、手袋人形、手遊
び。３歳児。

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

◆市ホームページ「トップページ」へのバナー広告
◆東久留米駅西口昇降施設への広告
　申し込み方法など、詳細は４・５面をご参照ください。

有料広告を募集します！！
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住・在勤で同講座を受講したことのない方
▼定員　５０人▼費用　無料　※受講修了者
には、認知症サポーターの目印となる「オ
レンジリング」を差し上げます。◆申し込
みと詳しくは２月２２日（水）までに電話
（４７２・０６６１）、またはファクス（４７２・８５６０）
で西部地域包括支援センターへ
保育付き家庭教育講座
「平清盛の生涯と秘話」
　風雲児・平清盛の一生を２回の講座で分
かりやすく辿（たど）ってみましょう。
　▼日時・テーマ　全２回。 ①３月６日
（火）午前１０時～正午が「権力の掌握」②
７日（水）午前１０時～正午が「平家の滅亡」
▼会場　生涯学習センター（まろにえホー
ル）▼講師　歴史研究家の山岡昭氏▼対象
　市内在住・在勤の方▼定員　先着５０人　
※満２歳～未就学児の保育あり、先着１０人。
２月２４日（金）までに要予約。▼費用　無
料◆申し込みは２月１５日（水）から電話ま
たはファクスで、講座名・氏名・住所・電
話番号・年齢・保育の有無（有の場合、お
子さんの氏名と年齢）を市文化協会緯４７７・
４７００（ファクス同。電話受け付けは平日の
午前９時～午後５時）へお知らせください
　詳しくは同協会へ。
第２回なんぶ横丁歴史講座
「勝海舟　幕末から明治の激動を
生き抜いた革命家」
　▼日時　３月１０日（土）午後２時開演
（１時半開場）▼会場　南部地域センター
講習室▼講師　自由学園教諭の角田望氏▼
定員　４０人▼入場料　無料◆申し込みと詳
しくは電話で同センター緯４５１・２０２１へ
 

みんなのクラシックコンサート
～春風にのせて～
　未来へ羽ばたく若き演奏家たちの演奏と、
長年シルビアクラシックコンサートに出演
し、地域の文化を担ってきた東久留米市演
奏家協会による演奏を、春風にのせて皆さ
んにお届けします。企画・運営は、市民有
志の会「まろにえコンサートクラブ」。
　▼日時　３月１８日（日）午後２時開演
（１時半開場）▼会場　生涯学習センター
（まろにえホール）▼入場料　無料（要整
理券）　 ※整理券は同センター窓口、市民
プラザ、東部・南部・西部の各地域センタ
ーで配布中。▼出演　東久留米市演奏家協
会、新人演奏家（公募）◆申し込みと詳し
くは生涯学習センター緯４７３・７８１１へ

時～１１時半、第十小学校で。零歳～５歳児
とその保護者。お子さんと遊びながら、気
軽に育児の情報を交換し、ボランティアと
一緒に遊びましょう。スリッパ持参。当日
直接会場へ徒歩か自転車で来場を。

 
　☆なかよし広場＝２月２１日が第一小学校、
２８日が第六小学校で。いずれも火曜日午前
１０時～１１時半。零歳～５歳児とその保護者。
育児の情報交換やしつけの話をして、ボラ
ンティアと一緒に遊びましょう。スリッパ
持参。当日直接会場へ徒歩か自転車で来場
を。
 

ジュニアクライミング体験教室
～市山岳連盟
　▼日時　２月２５日（土）午後４時半～６
時半▼会場　スポーツセンター▼対象　
小・中学生▼費用　無料▼定員　先着３０人
程度　※種目に適した服装でご参加を。◆
当日直接会場へ
　詳しくは市体育協会緯４７０・２７２２へ。
 

さいわい福祉センター
　「さをり織り講座」
　２４年度「さをり織り講座」の利用希望者
を募集します。
　▼利用日程　４月から１年間。毎月第２・
第４土曜日の午前１０時～正午▼対象　市内
在住で知的障害および身体障害をお持ちの
１５歳以上の方▼募集人員　先着で若干名▼
費用　材料費（実費）◆申し込みと詳しく
は３月１日（木）から電話で同センター緯
４７７・２７１１へ
認知症について正しい知識を学び
ませんか「サポーター養成講座」
　認知症サポーターとは、認知症について正
しい理解を持ち、地域で生活している認知症
の方やその家族の方を温かく見守り、自分に
できる範囲で支援する方をいいます（資格取
得の講座ではありません）。認知症サポータ
ー養成講座は全国的に展開されています。主
催は西部地域包括支援センター。
　▼日時　２月２４日（金）午後１時半～３
時（受け付けは１時から）▼会場　西部地
域センター講習室２・３▼内容　①認知症
の正しい理解や接し方について②サポータ
ーとしてできること、など▼対象　市内在

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１
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　☆幼児のつどい＝２月１６日（木）午前１０
時１５分からが「小麦粉粘土遊び」。１・２歳
児。２３日（木）午前１０時半からが「お別れ
会の練習」。３・４歳児。
　☆伝承遊び＝２０日（月）午後２時半から。
日本の昔遊びを楽しもう。小学生。指導は
岡野ウメ子氏。
　☆おはなしの日＝２１日・２８日のいずれも
火曜日午前１１時～１１時半。絵本の読み聞か
せと手遊び。幼児。
　☆赤ちゃんひろば＝２２日（水）午前１０時
半～１１時半。ベビーマッサージ。零歳児と
その保護者、先着２５組。オイル代２００円。講
師は渡辺直子氏。　※２月１５日（水）午前９
時から申し込み受け付け（電話可）。
　☆けやき座による人形劇公演＝２６日（日）
午後１時半～２時半。「へっこきあねさがよ
めにきて」。乳幼児（保護者同伴）から、
２００人。　※入場整理券配布中。

 
　☆幼児のつどい＝２月１６日（木）午前１０
時からがうさぎ（１・２歳児）、１１時からが
あひる（３・４歳児）。新聞紙遊び。２３日
（木）午前１０時半からが観劇。出演は「び
っくり箱」。合同。
　☆オセロ大会＝１９日（日）午後２時から。
小学生、先着８人。　※申し込み受け付け中。

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

　☆ひばＣＡＦＥ＝２４日（金）午前１０時半
から。おやつを食べながら気軽にお話しま
しょう。乳幼児とその保護者。
　☆手芸の日＝２６日（日）午前９時から。
毛糸で指編み。小学生、先着１５人。　※当日
受け付け。
　☆スポフェスＷＥＥＫ＝１５日（水）～２４
日（金）。２５日（土）のスポーツフェスティ
バルに向けて練習し、ルールを学ぼう。小
学生。室内用運動靴を持参。
○臨時閉館のお知らせ
　２月２５日（土）は市立児童館合同スポー
ツフェスティバル開催のため、全館閉館し
ます。
 

 
　☆わくわく赤ちゃん広場「はいはいの会」
＝２月２２日（水）午前１０時～１１時半、子ど
も家庭支援センターで。６カ月～１２カ月児
とその保護者。タオル持参。当日直接会場
へ。　※保育あり（先着３人。予約制）。
　☆手作り布おもちゃの会＝２月２１日（火）
午前１０時～正午、子ども家庭支援センター
で。指人形を作ります。乳幼児とその保護
者。　※保育はありません。５０cm四方の伸
縮性のある布、裁縫箱、はさみを持参。申
し込みは２月２０日（月）までに同センターへ。
　☆なかよし広場＝２月１７日（金）午前１０

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
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土金木水火月日

４４３２１

１１１１１０９８７６５５

１１８８１７１６１５１４１３１１２２

２２５５２４２３２２２１２０１１９９

２９２８２７２２６６

　　▼日時　３月１８日（日）・２４日（土）いずれも
午前１０時から▼会場　生涯学習センター（まろに
えホール）ほか▼体験種目　歌謡、南京玉すだれ、
マジック、絵てがみ、吟詠、朗読（論語）、囲碁、
将棋、華道、舞踊、邦楽、太鼓、合唱、クラシッ

クバレエ、ヒップホップ、茶道、
押し花絵、切り絵◆申し込みは
２月２９日（水）までに、往復は
がきに体験種目・住所・氏名・
電話番号・学校名・学年を記入
の上、〒２０３－００５４、中央町２－６－２３、ＮＰＯ
法人東久留米市文化協会事務局「子ども体験塾」
あて郵送を。　※結果は後日ご連絡します。
　詳しくは同事務局緯４７７・４７００（月曜～金曜日
の午前９時～午後５時）へ。
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３３２１

１１００９８７６５４４

１１７７１６１５１４１３１２１１１１

２２４４２３２２２１２２００１９１１８８

３３１１３０２９２８２７２６２２５５

「子ども体験塾」
フェスティバル

晦

界

海

皆

械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械

械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械

灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰

灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰

市民体力テスト
　健康づくりや体力づくりの目安に、成
人（２０歳～６４歳）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。チャレ
ンジをお待ちしています。
　▼日時　３月１０日（土）午前１０時開始
（受付時間は９時１５分～３５分）　 ※受け

付け終了後は参加できません。▼会場　
スポーツセンター▼対象　市内在住・在
学・在勤で、２０歳～６４歳の運動制限を受
けていない方▼種目　握力、上体起こし、
長座体前屈、反復横跳び、立ち幅跳び、
２０斡シャトルラン▼持ち物　室内運動靴、
タオル　※運動のできる服装でご参加を。
◆申し込みは３月９日（金）までに電話
で同センター緯４７０・７９００へ

子と親で楽しむ

若者に増えているＳＮＳを
利用した消費者被害
Ｑ．ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキ
ング・サービス）で知り合った友人と会
うことになりました。年も近く、同じ趣
味を持つ者同士、意気投合していたので
すが、途中でその人の友人が合流してき
て、必ずもうかるという競馬ソフトの購
入を勧めてきました。「お金がない」と断
ったのですが、「パソコンの簡単な操作で
もうかる」「消費者金融のＡＴＭで簡単に
借りられる」と言われ、友人にも「一緒
に買おう」と誘われたので断り切れず、
消費者金融でお金を借りて、競馬ソフト
を購入してしまいました。もともと欲し
かったものではなく、ソフトの使い方も
よく分からなかったので解約したいので
すが、できますか。
Ａ．最近、若い人の間でＳＮＳ（年齢や
性別などのプロフィールの一部を公開し
て会員登録し、共通の趣味や情報を持つ
会員同士で交流するサイト）がきっかけ
の消費者相談が増えています。
　ほかにも「ＳＮＳで見つけたアルバイ
ト先で高額な美顔器を契約させられた」
「芸能人のマネージャーと名乗る人から

有料の出会い系サイトに誘導された」と
いう相談もありました。気軽に利用でき
るため油断をしてしまいがちですが、面
識のない人とのやり取りには十分な注意
が必要です。
　今回の相談では、インターネットで何
度もやり取りをして親しくなった人と一
緒なので、その場の雰囲気を悪くしたく
ないという気持ちもあって、契約をして
しまったようですが、相談者に契約させ
るために、友人になった人と競馬ソフト
を売る人によって、初めから仕組まれた
ものと考えられます。「簡単にもうかる」
「確実にもうかる」といった話はありま
せん。その場で契約せず、慎重に対応す
ることが必要です。
　販売方法や契約状況によっては、クー
リング・オフ（※）ができる場合があり
ます。困ったときは、すぐに消費者セン
ターに相談しましょう。
　※クーリング・オフとは、電話勧誘や
訪問販売などで業者にしつこく勧められ
契約をしてしまった場合、一定期間内な
ら、消費者が一方的に無条件で解約でき
る制度です。キャッチセールスやアポイ
ントメントサービスにも適用されます。

≪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

「子ども体験塾「子ども体験塾」」
フェスティバフェスティバルル
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でに、新入学児童とその保護者の氏名・入
学する学校名・新入学児童のほかに同伴す
るお子さんの人数、高齢者は住所・氏名・
電話番号を記入の上、ファクス（４７０・７８０９）
または電子メール（toshikeikaku@city.
higashikurume.lg.jp）で都市計画課へ送信
してください（電話での申し込みはできま
せん。なお、参加申込書は市ホームページ
からも取得できます）
　詳しくは同課街路交通計画係緯４７０・
７７６８へ。
子どもの安全を地域で守ろう
かけこみハウスにご協力ください
　市では、各中学校地区かけこみハウス実
施委員会（構成員はＰＴＡ、学校、自治会、
商店会、地区青少年健全育成協議会など）
と協力して、子どもが身の危険を感じたと
きに、一時的に避
難できる協力家庭
などを、「かけこみ
ハウス」として登
録しています。
　現在、市内全域
に約２,２００件の登
録があり、目印と
して玄関などにス
テッカーを表示し
ています。協力家
庭の登録は随時行っていますので、ご協力
いただける家庭などは、子育て支援課（市
役所２階）緯４７０・７７３５へご連絡ください。
　詳しくは同課子育て支援係へ。
シネマｄｅおしゃべり
上映映画「英国王のスピーチ」
～男女平等推進センター主催
　女性や男性の生き方をテーマにした作品
を鑑賞し、上映後おしゃべりをします。
　▼映画紹介　現イギリス女王エリザベス
２世の父ジョージ６世の伝記を映画化。吃
（きつ）音障害を抱えた内気な英国王が、
言語療法士の助けを借りて障害を克服する。
第８３回米アカデミー賞で作品・監督・主演
男優・脚本の各賞を受賞▼日時　３月１０日
（土）午前１０時～午後零時半▼会場　市役
所７階７０１会議室▼定員　先着１００人　※
２歳～未就学児の保育あり。２月１６日（木）
～２９日（水）に要予約。▼参加費　無料◆
申し込みと詳しくは２月１６日（木）～３月
８日（木）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。
くるめボランティア・
市民活動フェスタ２０１２
「このまちの　みんなとつながる　はじ
めの一歩」
～市社会福祉協議会ボランティアセンター、
東久留米市共催
　ボランティアや市民活動の楽しさを体験
しながら実感できるイベントを実施します。
このまちの暮らしが楽しくなる体験プログ
ラムがいっぱいです。気軽にご参加くださ
い。
　▼日時　３月３日（土）午前１０時～午後
３時▼会場　市民プラザホール、市役所１
階屋内ひろば▼主な体験プログラム　①感
じる＝車いす体験②楽しむ＝クイズ、福引
き③つくる＝折り紙、絵手紙、筆談ボード
など
　詳しくは同協議会ボランティアセンター
緯４７５・０７３９または市生活文化課緯４７０・
７７３８へ。
東日本大震災支援事業
「つながっぺ　福島」
東久留米で力を合わせ、東北を応援しま
しょう
～市社会福祉協議会、東久留米市共催
　東日本大震災の影響で東久留米に避難し
てきている方、気軽にご来場ください。
　「あっ、ど～も！サロン」では、福島県出
身者が相双地域の言葉でお出迎えします。
宮城、岩手、そのほかの東北地域の方も歓
迎。企画・運営はボランティア連絡会。
　▼日時　３月１８日（日）午前１０時～午後
２時▼会場　市役所１階屋内ひろば▼内容
　お茶とおしゃべり「あっ、ど～も！サロ
ン」（無料）、東北の新聞コーナー、福島県
の美味しいもの物産展◆当日直接会場へ
　詳しくは同協議会ボランティアセンター
緯４７５・０７３９へ。
 

多摩六都科学館
圏域市民感謝デー
　平成６年に開館した多摩六都科学館は３
月で１８周年を迎えます。東久留米市、小平
市、東村山市、清瀬市、西東京市に在住・
在勤・在学の方の入館が無料になる感謝デ
ーに、ぜひご来館ください。　※入館時に、
住所・学校の場所または勤務地を確認でき

ガ イ ド

るものを提示してください。
　▼日時　３月４日（日）午前９時半～午
後５時（入館受け付けは４時まで）
　詳しくは同館緯４６９・６１００へ。
柳泉園組合
４月１日以降採用の嘱託員を募集
　詳細は、柳泉園組合ホームページ（http: 
//www.ryusenen.or.jp/）または電話で問
い合わせてください。
　▼募集人員　嘱託員１人▼募集期間　２
月１５日（水）～２９日（水）午後５時
　詳しくは同組合総務課庶務文書係緯４７０・
１５４５へ。
東京三弁護士会多摩地区法律相談
センター弁護士による無料法律相
談会
　相続・遺言、離婚、金銭トラブルなどの
法律相談に弁護士が応じます。相談を受け
るには事前の申し込みが必要です。
　▼日時　３月３日（土）午後１時～４時
▼会場　東部地域センター２階会議室１・
２▼費用　無料◆申し込みと詳しくは東京
三弁護士会事務局緯０４２・５４８・３８００へ
都立多摩図書館
「東京マガジンバンク」企画展示
歴史へＧＯ！
～歴史ドラマに歴史あり～
　ＮＨＫ大河ドラマ「平清盛」を中心に、
これまでの歴史ドラ
マの主人公たちにス
ポットを当て、華麗
な歴史絵巻を飾る雑
誌を展示します。
　▼開催期間　２月
２９日（水）まで（た
だし１９日〈日〉は休
館日）▼開館時間　
午前９時半～午後７
時（土曜・日曜日は
午後５時まで）▼会
場　都立多摩図書館
（立川市錦町６－３－１、都立多摩教育セ
ンター内）
　詳しくは同図書館☎０４２・５２４・７１８６へ。

24.　2.　15

「賃貸住宅トラブル１１０番」
を実施します
　賃貸住宅に関する相談は、年間を通して
多く寄せられています。契約や引っ越しに
関するトラブルで困ったときは、市消費者
センターにご相談ください。
　▼日時　２月２０日（月）・２１日（火）午前
１０時～正午、午後１時～４時▼会場　市消
費者センター（市役所２階、生活文化課内）
▼実施形態　電話相談・来所相談（予約不
要）　 ※通常の消費者相談も行っています。
　詳しくは同センター緯４７３・４５０５へ。
 

東久留米市若年者就職支援
個別カウンセリング
　専門のカウンセラーによる、就職に関す
る状況に応じた、きめ細やかなアドバイス
やカウンセリングを受けることができます。
共催は財団法人東京しごと財団多摩。
　▼日時　３月８日（木）・９日（金）のい
ずれも午前１０時～午後６時の間で、一人１
コマ５０分程度。　※一人１コマのみの受講
となります。▼会場　市役所６階６０１会議室
▼対象　おおむね３４歳以下の方▼定員　２
日間で１４人（事前予約制・先着順）▼受講
料　無料▼講師　東京しごとセンター多摩
キャリアカウンセラー◆申し込みは２月１５
日（水）午前９時から電話で産業振興課緯
４７０・７７４３へ
　詳しくは同課へ。
「新入学児童・高齢者交通安全の
集い」を開催します
　今年も市、田無警察署および関係団体の
共催による「新入学児童・高齢者交通安全
の集い」を開催します。
　信号の見方や交差点の渡り方の実践、ダ
ミー人形を使っての飛び出し事故・巻き込
み事故の再現実演や人形劇を通して、交通
ルールや交通事故の危険を具体的に学ぶこ
とができます。参加賞も用意していますの
で、ぜひご参加ください。
　▼日時　４月３日（火）午後１時半～３
時半▼会場　東久留米自動車教習所（本町
１－１６－４５、緯４７１・２９１５）　 ※雨天時は
生涯学習センター（まろにえホール）で実
施します。当日午前１０時以降に同教習所へ
問い合わせてください。▼対象　新入学児
童と高齢者◆申し込みは３月９日（金）ま

　３月１日（木）～７日（水）の期間、春
の火災予防運動が実施されます。防火防災
に関する意識や防災行動力を高めることに
より、火災の発生を防ぎ、万一発生した場
合にも被害を最小限にとどめ、火災から尊
い命と貴重な財産を守りましょう。
２３年中の火災状況
　２３年中に東京消防庁管内で発生した火災
は、５，３３５件でした。
　火災種別ごとにみると、建物火災は３，２４４
件、車両火災は４０３件、船舶火災は２件、林
野火災は６件、その他火災は１，６７９件、治外
法権火災が１件となっています。航空機火
災は発生していません。
　火災による死者は７０人（自損を除く）で、
前年と比べ１９人減少しています。

　※数値は、いずれも速報値です。
住宅用火災警報器の
設置はお済みですか
　２２年４月に全ての住宅に住宅用火災警報
器の設置が義務付けられました。２３年７月
に行った「消防に関する世論調査」では、
約８割の方が住宅用火災警報器を設置して
いると回答しています。
　住宅用火災警報器は、火災の煙や熱など
を感知して、音声や警報音で知らせるため、
火災の早期発見に大変有効です。設置して
いないご家庭は、一日も早く、設置しまし
ょう。
　住宅用火災警報器を設置した後は、日頃
から手入れや点検をし、いざというときに
きちんと作動するように気を付けましょう。

また、交換時期になったら早急に新しいも
のに交換しましょう。
悪質な訪問販売にご注意ください
　住宅用火災警報器の義務化に便乗して、
ご家庭に訪問し販売や取り付けを行い、高
額な代金を請求する悪質販売が発生してい
ます。　
　不安を感じた場合は、東久留米消防署緯
４７１・０１１９や市消費者センター緯４７３・４５０５
にご連絡ください。
　詳しくは同消防署へ。

春の火災予防運動ＰＲ用ポスター

このステッカーが
目印です

23年度東京消防庁防火標語

　「守りたい　防火の心で　みんなの笑顔」
　　作者＝佐藤晴菜（せいな）さん（北区）

２４年春の火災予防運動が始まります
３月１日（木）～７日（水）

　火災から尊い生命を守ろう


