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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

23.　12.　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
　（午前１０時～午後５時。休館日は金曜日、第３火曜日、年末年始と特別整理期間）

○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））

４カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　▼日時　１２月２２日（木）午後零時半～１
時半受け付け。６カ月未満児でＢＣＧ予防

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）
　１２月１８日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　１２月２３日＝山口内科・呼吸器科クリニック（本町３－１２－２、緯４７２・２３８６）
　１２月２５日・３１日、２４年１月２日・３日・８日・９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）
　１２月３０日＝福山内科クリニック（新川町１－９－２２、緯４７０・９１７７）
　２４年１月１日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　【歯科】
　１２月１８日・２３日・２５日・２９日～３１日、２４年１月１日～３日・８日・９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）
　１２月１８日・２５日・３０日、２４年１月１日・３日・９日
　　　　　＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　１２月２３日・２９日・３１日、２４年１月２日・８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（１２月２９日～２４年１月３日は休診です）
　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）

接種のみの方は午後１時半～２時４５分受け
付け▼会場　わくわく健康プラザ▼対象　
２３年８月２日～８月２５日生まれの乳児◆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。

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１１４,５３９人（男５６,５５２人　女５７,９８７人）　 世帯数５０,７３１＜平成２３年１２月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１,７３５人＜平成２３年１２月１日現在＞
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市役所の窓口・施設の年末年始業務日程は７面に

１２月２２日～２８日の一週間は
飲酒運転させない

ＴＯＫＹＯキャンペーン
　今年９月末現在の都内における飲酒運転
による死亡事故は８件で、昨年同期に比べ
２件増加しています。
　飲酒運転は重大事故に直結する悪質な犯
罪です。「飲んだら乗らない・乗るなら飲ま

ない・飲んだ人には乗らせない」を徹底し
ましょう。
　このキャンペーンは、飲酒運転をさせな
い社会環境づくりを促進するとともに、飲
酒運転根絶機運の更なる定着化を図ること
を目的としています。
　詳しくは田無警察署緯４６７・０１１０または
市都市計画課街路交通計画係緯４７０・７７６８
へ。

公立昭和病院
　１２月２９日（木）～２４年１月３日（火）の一般外来診察を休診します。なお、救急診療

は行いますが、同病院は三次救急医療施設（救命救急センター）ですので、主に生命危

機を伴う重症重篤患者の診療を行います（休日・夜間の一般診療ではありません）。　来

院の際は、事前に同病院緯４６１・００５２へ問い合わせてください。また、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。
多摩小平保健所
　１２月２９日（木）～２４年１月３日（火）は休業します。

　詳しくは同保健所緯４５０・３１１１へ。

年末年始特集－ごみの収集と医療・保年末年始特集－ごみの収集と医療・保健健

昭和病院・保健昭和病院・保健所所

　１２月２３日は金曜日の祝日、２4年１月９日は月曜日の祝日ですが、通常通り該当地域
について収集業務を行います。

ごみの収集を通常通り該当地域で行うのはごみの収集を通常通り該当地域で行うのは、、
年末は１２月３０日（金）まで・年始年末は１２月３０日（金）まで・年始はは１月４１月４日（水）から日（水）から

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）

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

　　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

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

ごみ収集年末年始カレンダー（×印の日は収集業務を行いません）

日土金木水火月

２２５５２２４４姥鰻蔚欝唄

１１３３１１運云噂閏瓜

８８７７宇右吋３３２２

▼粗大ごみの収集…表１の通り　▼し尿のくみ取り…表２の通り

年末年始を気分よく過ごせるよう、ルールを守ってごみを出してください。
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。

収　集　日申し込み日
１２月３０日（金）までに収集します１２月２３日（祝）まで
一部地域を除き、年明けになります。申し込み時にご確認ください１２月２６日（月）～３０日（金）

表１　粗大ごみの収集日程

年始開始日年末最終日
２４年１月４日（水）から１２月２８日（水）まで

表２　し尿のくみ取り日程
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＝１２月２６日（月）。６カ月～１２カ月児とそ
の保護者。午前１０時～１１時半、子ども家庭
支援センターで。タオル持参。当日直接会
場へ。※兄姉の保育あり、先着３人（要予
約）。
　☆手作り布おもちゃの会＝１２月２０日（火）
午前１０時～正午、子ども家庭支援センター
で。布おもちゃを作ります。乳幼児とその
保護者。裁縫箱・はさみ持参。　※保育はあ
りません。申し込みは１２月１９日（月）まで
に同センターへ。
　☆なかよし広場＝１２月１６日（金）午前１０
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
軽に育児の情報交換をして、地域のボラン
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。
○「子ども家庭支援センター」および
「センター上の原」休館のお知らせ
　１２月２８日（水）は室内整備のため、同セ
ンターは利用できません。なお、相談業務
は通常通り行います。
 

　☆なかよし広場＝１２月２０日（火）午前１０
時～１１時半、第一小学校で。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、地域の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。

 
冬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
　▼日時　２４年１月２２日（日）・２８日（土）
のいずれも午前９時～午後６時５０分▼会場
　スポーツセンター▼
対象　市内在住・在勤
の１８歳以上（高校生不
可）で編成されたチー
ム▼参加費　１チーム
５,０００円（新規登録の場
合は、別途登録費１チ
ーム３,０００円）▼抽選会　１月７日（土）午
後６時～８時、スポーツセンター３階会議
室で◆申し込みと詳しくは同連盟・貫井清
三緯４７４・１１１１へ
市民ハイキング「高尾山薬王院初詣」
～市山岳連盟主催
　▼日時　２４年１月８日（日）午前７時２０
分集合（雨天中止。中止の場合は前日午後
７時ごろまでに連絡）▼集合場所　東久留
米駅２階改札口前▼コース　東久留米駅
（電車）―高尾駅（バス）―小仏―小仏峠
―城山―高尾山―薬王院―高尾山口（電車）
―東久留米駅▼歩行時間　約４時間（約８
㎞）▼対象　中学生以上▼持ち物　弁当、
飲み物、雨具、帽子、手袋、靴（山道に適
した底の厚い靴）、防寒具ほか（雪道の場合
もあり）▼参加費　８００円（保険料含む）と
交通費１,５２０円（実費）◆申し込みと詳しく
は、月曜日を除く１２月２２日（木）までに同
連盟・岩田緯４７６・１０２８（午後７時～８時）
へ

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

半から。日本の昔遊びを楽しもう。指導は
岡野ウメ子氏。小学生。
　☆おはなしの日＝２０日（火）午前１１時か
ら。絵本の読み聞かせ、手遊びなど。幼児。
　☆赤ちゃんひろば＝２１日（水）午前１０時
半～１１時半。親子のコミュニケーションワ
ークとティータイム。飲み物持参。零歳児
と保護者。講師は炭田契恵子氏。

 
　☆ひばＣＡＦＥ＝１２月１６日（金）午前１０
時半～１１時半。簡単おやつを食べながらお
話しましょう。乳幼児とその保護者。
　☆ぴよぴよママの会＝２１日（水）午前１０
時～１１時半。助産師による体重測定、育児
相談など。零歳児とその保護者。バスタオ
ル・母子手帳持参。　※兄弟姉妹の保育あり、
先着３人（要予約）。
　☆おもちつき大会＝２４年１月８日（日）
午後１時からと２時半からの２回。お餅つ
き体験など。地域の４歳児以上、各回先着
１００人。　※おわん、はし、くつ袋を持参。
１２月１７日（土）午前９時から参加整理券
（無料）を配布。　※１月８日（日）は通常
利用ができません。
 

 

　☆わくわく赤ちゃん広場「はいはいの会」

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

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

23.　12.　15

２４年１月のプレ・パパママクラス
　４回で１コースです（１日のみの参加も
可）。
　◎小児科医・助産師の話＝２４年１月１０日
（火）午後１時～４時
　◎プレママ・クッキング＝１月１７日（火）
午前９時半～午後２時。妊娠中の栄養やバ
ランスの良い食事を調理しながら学びませ
んか。食材費５００円
　◎妊婦疑似体験・もく浴実習＝１月２４日
（火）午後１時～４時
　◎妊婦歯科健診＝１月３１日（火）午後１
時１５分～３時。健診とブラッシングなど
　▼対象　妊娠１６週以降の方とその夫▼会
場　わくわく健康プラザ◆申し込みと詳し
くは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。

 
　☆絵本だいすき＝１２月１６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。指導は中林のり子氏、渡辺
和子氏。
　☆おはなし会＝２０日・２７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。絵本の読み聞かせなど。

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

　☆サロンフレンズ＝２１日（水）午前１０時
半～１１時半。高齢者と幼児の触れ合いサロ
ン。幼児。

 
　☆バースデーパーティー＝１２月２１日（水）
午後３時半から。１０・１１・１２月生まれのお
友だちを祝いましょう。小・中学生。
　☆環境整備の日＝２７日（火）午後３時半
から。１年間遊んだ児童館を、みんなでき
れいにしましょう。小・中学生。　※午後３
時半以降は児童館では遊べません。
　☆ハッピータイム＝２４年１月１１日（水）
午前１０時半から。ベビーマッサージ。ハイ
ハイ前の零歳児とその保護者、７組。講師
は小山那智氏。１２月２１日（水）午前９時半
から申し込み受け付け。電話可。
 

　☆将棋大会＝１２月２１日（水）午後３時か
ら（対戦開始前に申し込みを）。小学生。指
導は東久留米市将棋研究会。
　☆クレープパーティー＝２４日（土）午後
２時から。クレープを作って食べよう。小・
中学生、先着６０人。※当日午後１時半から
受け付け。
　☆環境整備の日＝２７日（火）午後４時か
ら。１年間遊んだ児童館を、みんなできれ
いにしましょう。小・中学生。
 

　☆伝承あそび＝１２月１９日（月）午後２時

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

（ ）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

　東久留米消防署では１２月１日（木）～２４年１月３日（火）の期間、年末年始消防
特別警戒を実施します。期間中は消防車両で市内を巡行警戒し、火災予防広報を行
います。空気が乾燥し、何かと慌ただしくなる年末は、１年を通して火災が多発す
る時期です。家庭や職場で、火の元の点検や建物の周りに燃えやすい物を放置しな
いなど、火災予防に努めましょう。
　また、昨年４月から全ての住宅において取り付け義務となった住宅用火災警報器（住警器）の設置はお
済みですか。大掃除に併せて住警器を設置し、設置済みの住警器は点検しましょう。
　詳しくは同署警防課緯４７１・０１１９へ。
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２２１１２０１９１８１７１６１１５５

２２８８２７２６２５２４２３２２２２

３１３０２２９９

年末年始消防特別警戒を実施しま年末年始消防特別警戒を実施しますす
家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭ややややややややややややややややややややややややや職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場ででででででででででででででででででででででででで火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火ののののののののののののののののののののののののの用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心家庭や職場で火の用心！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

年　　　　始年　　　　末日 　程
施 　　設　　 名

６日
（金）

５日
（木）

４日
（水）

３日
（火）

２日
（休）

１日
（祝）

３１日
（土）

３０日
（金）

２９日
（木）

２８日
（水）

２７日
（火）

２６日
（月）

市役所・連絡所
わくわく健康プラザ（※１）
図書館（中央・ひばりが丘・滝山・東部）
生涯学習センター（まろにえホール）

◎市民プラザ
◎地域センター（西部・南部・東部）

地区センター（滝山・ひばりが丘・大門町）
地区センター（浅間町・野火止・八幡町・南町・中央町）

◎コミュニティホール東本町・上の原
男女平等推進センター
教育センター（中央相談室）
教育センター（滝山相談室）

◆◆◆◆◆◆スポーツセンター（※２）
青少年センター
子ども家庭支援センター（総合相談窓口を除く）
地域子ども家庭支援センター上の原（相談窓口を除く）
児童館（くぬぎ・中央・けやき・滝山・ひばり）（※３）

「◎」は午後５時まで。「◆」は午後９時２０分まで
★証明書自動発行機の利用…１２月２８日（水）の午後５時以降と１２月２９日（木）～１月１５日（日）の期間、市役所１階屋内ひろばに設置した
発行機および東久留米駅東口１階エレベーター出入り口横に設置した発行機は利用できません
★住民票の電話予約サービス…予約は１２月２８日（水）の午後５時までと１月４日（水）から。予約済み住民票の受け取りは年末年始もでき
ます
★出生・死亡・婚姻届などの戸籍関係届け出…１２月２９日（木）～１月３日（火）は市役所１階時間外受付窓口で受け付けます
★図書館の返却ポスト（東久留米駅西口・東口に設置）…１２月２８日（水）～１月４日（水）は閉鎖します
★中央図書館の集会室利用申し込み…年末は１２月２８日（水）まで、年始は１月５日（木）から受け付けます
★公共施設予約システムは通常通り、予約の申し込み・抽選申し込みが可能です。窓口での抽選申し込み・随時申し込みは、窓口開設中に
　お願いします
（※１）わくわく健康プラザ内の休日診療は８面の通りです。
（※２）スポーツセンターは年末年始も開館しています。ただし、１２月２９日（木）～１月３日（火）の閉館時間は午後９時２０分です。
（※３）１２月２８日（水）は館内整理日のため、５児童館は休館となります。

市役所の窓口・施設の年末年始業務日程 （■はお休みです）
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　年々盛り上がりをみせる市民つなひき
大会（前回大会では６００人を超える方が参
加）は、幼児から成人まで世代を超えて
参加できるようにエントリー部門を設定
しています。気軽にご参加ください。ま
た、大会では手作りプラカードの審査も
行い、工夫あふれた力作が披露されます。
こちらもお楽しみに。
　▼日時　２４年２月１８日（土）午前９時
開会（受け付けは８時半から）▼会場　
スポーツセンター第１体育室▼対象　市
内在住・在勤・在学の方▼部門　①未就
学児（３歳以上）の部②小学１・２年生
の部③小学３・４年生の部④小学５・６
年生の部⑤中学男子の部⑥中学女子の部
⑦一般男子の部⑧一般女子の部⑨一般混
合の部　※部門⑤～⑨は重複エントリー

可。中学生は一般の部にエントリー可。
男女別と混合の部とのダブルエントリー
も可。一般混合チームの男性は４人まで。
▼チーム編成　１チーム８人～１５人（対
戦は８人で、体重制限なし）▼参加費　
中学生以上２００円、小学生以下１００円（１
人あたり。保険代など）◆申し込みは１
月１０日（火）～２月６日（月）に、参加
申込書に必要事項を記入の上、①参加費
を添えて直接②ファクス（４７０・２６８８）
で送信③封筒で、〒２０３－００１１、大門町
２―１４―３７、スポーツセンターあて郵送
を。　※参加申込書は１月１０日（火）以降、
市ホームページから取得できます。
　詳しくは生涯学習課スポーツ振興係緯
４７０・７７８４へ。

天候、風向き、時間帯を考慮する
　詳しくは環境政策課緯４７０・７７５３へ。
愛のひと声運動　冬の強調期間
～青少年健全育成の呼びかけにご協力くだ
さい～
　「愛のひと声運動」は、各中学校地区青少
年健全育成協議会をはじめ、関係２９団体で
実施委員会を組織し、市民ぐるみの運動と
して展開しています。
　この運動では、良いことをしている青少
年には励ましの言葉を、良くないことや危
ないことをしている青少年には注意のひと
声をかけることによって、正しい日常生活
のルールを知らせ、自己と他人を尊ぶ心を
高め、青少年を非行と事故から守ることを
目的としています。
　１２月２６日（月）～２４年１月７日（土）は
冬の強調期間として、各中学校地区単位実
行委員会が、街頭パトロールや啓発用ポス
ターの設置などを行います。
　この運動は地域の皆さんの参加・協力が
あってこそ、成果を上げることができます。
身近なところで、青少年への励ましやねぎ
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。
　詳しくは子育て支援課子育て支援係緯
４７０・７７３５へ。
湧水や河川を守るために
宅地内の雨水浸透ますの設置に
ご協力ください
　地表面のコンクリートやアスファルト化
などによる雨水の地下浸透量の減少は、湧
水や河川の水量に影響を与えます。雨水浸
透ますは、屋根に降った雨水を地下へ戻し、
地下水をかんようする効果が期待できます。
市内の豊かな水辺環境を保全するために、
皆さんの協力をお願いします。
◎既存住宅への雨水浸透ますの設置には、
設置補助金制度を利用できます
　▼申請対象　敷地が１,０００愛未満の既存
の個人住宅（新築、増築などを除く一般住
宅）を所有する方▼補助金額　設置状況に
より、経費の全部または一部◆希望する方
は、市指定下水道工事店（市ホームページ
参照）または環境政策課緯４７０・７７５３へご
相談ください。
　詳しくは同課へ。
シネマｄｅおしゃべり
上映映画「マルタのやさしい刺繍」
～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、上映後お茶を飲みながらおしゃ
べりをします。今回はリクエストに応えて
の再上映です。
　▼映画紹介　スイスの小さな村に住む８０

歳のマルタは、夫に先立たれて以来、うつ
うつとした日々を送っていた。ある日、裁
縫仕事を依頼されたことから、眠っていた
創作意欲に火がつく。若いころ、マルタは
手刺しゅうのランジェリーショップを開く
ことを夢見ていたのだ。２００７年アカデミー
賞外国語映画賞スイス代表作品
　▼日時　２４年１月１９日（木）午前１０時～
正午▼会場　男女平等推進センター会議室
▼定員　先着２４人　※２歳～未就学児の保
育あり。１２月１６日（金）～２４年１月１１日（水）
までに要予約。▼参加費　無料◆申し込み
は１２月１６日（金）～２４年１月１６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）へお知
らせください。
　詳しくは同センターへ。
東久留米のふれあい情報サイト
「くるくる」リニューアルのお知らせ
　１２月１日から東久留米のふれあい情報サ
イト「くるくる」が使いやすくリニューアル
されました（http://kuru2.genki365.net/）。
　新着情報が一目で見やすく、くるくるのマ
スコットキャラクターも登場するなど、見や
すくなったサイトを、ぜひご覧ください。
◎キャラクター名が決定しました
　「くるくる」では開設５周年を記念して、
サイトのキャラクターを作成し名前を募集
しました。このたび２人の名前が「くくち
ゃん」と「るるくん」に決定しました。多
くのご応募ありがとうございました。これ
から２人がサイトを盛り上げていくので、
よろしくお願いします。
　詳しくは市コミュニティサイト運営委員
会事務局緯４３９・６０３３または生活文化課緯
４７０・７７３８へ。

多摩六都フェア
クレイ・アニメーション
ワークショップ作品上映会
～多摩北部都市広域行政圏協議会主催
　多摩北部都市広域行政圏（東久留米市、
小平市、東村山市、清瀬市、西東京市）の
市民から募集した受講生たちが、プロのア
ニメーション作家の指導のもと、粘土（ク
レイ）で作ったキャラクターが躍動するア
ニメーションを制作しています。日ごろの
講習の成果を上映会で披露しますので、ぜ
ひご覧ください。
　▼日時　２４年２月５日（日）午後２時開
演（１時半開場）▼会場　西東京市保谷こ
もれびホール・小ホール（西東京市中町１
－５－１）▼内容　受講生の１１作品上映会
など▼入場料　無料（要入場整理券）　 ※
入場整理券は１２月１７日（土）午前９時から
同ホール窓口で配布。
　詳しくは同ホール緯４２１・１９１９へ。
東久留米市ファミリー・サポート・
センター事業説明会
　地域で子育てを応援する有償の活動です。
利用したい方、協力してくださる方の説明
会です。ファミリー会員は説明会に参加す
ることで利用できます。子どもを預ける理
由は問いません。サポート会員は講習会を
受けることで活動できます。サポート講習
会は２４年２月に開催予定です。
　▼会場・日時　①１２月１９日（月）午後１
時から②２４年１月１２日（木）午前１０時から。
いずれもまろにえホール集会学習室２で③

１月１６日（月）午後１時半から、わくわく
健康プラザ社協会議室で▼持ち物　入会希
望者（保護者）の顔写真　※保育あり（土
曜・日曜日を除く３日前までに要予約）。　
　詳しくは同センター事務局緯４７５・３２９４
へ。

 
耐震キャンペーンを開催します
大地震から私たちの命とまちを守る
～一人ひとりが行動を起こすために～
①耐震フォーラム＆耐震個別相談会
　▼日時　２４年１月１２日（木）午後２時～
５時半▼定員　５００人（要予約）▼会場　
都庁５階大会議場
　申し込みは都都市整備局建築企画課緯
０３・５３８８・３３６２へ。
②木造住宅、ビル・マンション耐震改修
工法等展示会、個別耐震相談会
　▼日時　２４年１月１９日（木）～２１日（土）
午前１０時～午後６時（２１日は５時まで）。　
※入退場自由。▼会場　新宿駅西口広場◆
当日直接会場へ
③耐震診断助成制度解説・アパートを発
電所に！「セミナー＆耐震実務相談会」
　▼日時　２４年１月１４日（土）午後１時～
５時▼定員　５００人（要予約）▼会場　都庁
５階大会議場◆申し込みは日本地主家主協
会緯０３・３３２０・６２８１へ。
　このほかにもイベントがあります。詳細
は東京都耐震ポータルサイトをご覧くださ
い（http://www.taishin.metro.tokyo.jp/）。
　詳しくは都都市整備局建築企画課へ。
東久留米市商工会
５０周年記念「演芸会」
　▼日時　２４年１月２０日（金）午後２時開
演（１時半開場）▼会場　成美教育文化会
館グリーンホール▼出演　落語家の桂平治、
柳家喬太郎の各氏、音曲バラエティの東京
ガールズ▼定員　３００人▼入場料　２,０００円
（前売り券）
　入場券の頒布など、詳しくは商工会緯
４７１・７５７７へ。

ガ イ ド
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薬湯の日“ゆず湯”
　▼期日・時間・会場　１２月２２日（木）、　
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▼備考　小学生以下は無料
　詳しくは産業振興課労政商工係緯４７０・
７７４３へ。

 
野外焼却の禁止について
　一般廃棄物（家庭ごみなど）を法令など
により認められた焼却設備を使用しないで
焼却すること、例えばドラム缶や一斗缶、
ブロックや鉄板の囲いで焼却することは禁
止されています。また、産業廃棄物につい
ても、法令などに処理方法が定められてお
り、野外焼却が禁止となっています。
◎野外焼却の例外
　一般廃棄物の野外焼却の禁止については、
次のような例外事項があります。ただし、
これらの例外事項の場合であっても、でき
る限り周辺の生活環境に配慮する必要があ
ります。
　▼伝統的行事、風俗慣習的行事のための
焼却行為＝お焚（た）き上げ、お祭りなど
▼学校教育および社会教育活動上必要な焼
却行為＝キャンプファイヤーなど▼知事が
特にやむを得ないと認める焼却行為＝災害
時の応急対策のため、樹木や農作物の病害
虫の防除など農業を営む上で行わざるを得
ないもの、落ち葉などの一過性の軽微なた
き火など
◎野外焼却しないために
　周辺の生活環境への影響を最小限に抑え
るため、次のような方法が推奨されていま
す。
　①自宅の落ち葉や剪定（せんてい）枝は
敷地がある場合には埋め戻す②燃えるゴミ
として小出しに出す（剪定枝については連
絡により、ごみ対策課で回収します。ゴミ
の出し方については同課緯４７３・２１１７へ）
　また、例外事項に該当する場合でも、周
辺からの通報や苦情が発生した場合、現場
での指導の対象になります。やむを得ず焼
却禁止の例外行為を行う場合は、次の事項
を順守してください。
　①枝木や落ち葉はよく乾燥させる②量は
必要最低限にする③時間は極力短くする④
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大会は、年々盛り上がりをみせています大会は、年々盛り上がりをみせています！！

市民つなひき大市民つなひき大会会
一本一本のの綱綱に、みんなのに、みんなの力力をを合合わせわせてて


