
１１月２３日（勤労感謝の日）のごみ収集は
　１１月２３日は水曜日の祝日ですが、通常通り該当地区についてごみの収集を行います。
　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。
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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.　11.　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

燃 や せ る ご み 燃 や せ な い 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

　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

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）

　　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

高齢者に対する
インフルエンザ予防接種
　▼対象　市内在住で、接種日に①６５歳以
上の方②６０歳以上６５歳未満で心臓・腎臓・
呼吸器の機能に、自己の身辺の日常生活が

【 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））

極度に制限される程度の障害がある方（身
体障害者手帳１級程度の障害を有する方で
手帳の写しが必要）。ただし、接種を受ける
ことは義務ではありません。本人が希望す
る場合に限り接種を行います。接種を受け
る際は、年齢・住所が確認できる健康保険
証などを持参し、実施医療機関に置いてあ
る説明書を必ずお読みになってから接種し
てください▼実施期間　日曜日、祝日およ

び医療機関の休診日を除いた２４年１月３１日
（火）まで。　※実施期間は前記の通りです
が、効果の面からは年内に接種すべきと考
えられています。▼費用　２,２００円（一人１
回のみ）　 ※生活保護受給者・中国残留邦
人等支援給付対象者は無料ですが、受給証
明書の提出などが必要です。▼実施医療機
関　左表参照　※近隣市（西東京市・小平
市・東村山市・清瀬市）に限り、協定によ
り市内の医療機関と同様に取り扱います
（実施期間は１２月２８日〈水〉まで。西東京
市は２４年１月３１日〈火〉まで）。ただし、東
久留米市の予診票が必要です。予診票は、
市内の委託医療機関窓口、市役所１階総合
案内窓口、上の原・ひばりが丘・滝山の各
連絡所、わくわく健康プラザ内健康課予防
係に置いてあります。
　詳しくは健康課予防係緯４７７・００３０へ。
骨粗しょう症予防講演会
～私の骨は大丈夫？～
　骨粗しょう症は、実は症状を自覚しにく
い病気です。骨がもろくなり、「骨折しやす
くなる」「背中が丸くなる」「背が縮む」と
いった症状が徐々に進んでいきます。この
病気は加齢のほか、生活習慣や女性ホルモ

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）
　１１月２０日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　１１月２３日・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】
　１１月２０日・２３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）
　１１月２０日・２７日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　１１月２３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）

ンの働きなどが大きく関わっています。
　いつまでも、はつらつとした生活を送る
ために、骨の健康を意識する生活を始めて
みませんか。
　▼日時　１２月２日（金）午後２時～４時
（受け付けは１時半から）▼会場　わくわ
く健康プラザ講堂▼講師　赤澤クリニック
院長の赤澤憲治氏▼定員　先着１００人▼費
用　無料◆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。
４カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　▼日時　１２月１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分に受け付
け▼会場　わくわく健
康プラザ▼対象　２３年
７月１２日～８月１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。

１１
土金木水火月日

５５４３３２１

１１２２１１１０９８７６６

１１９９１８１７１６１５１４１１３３

２２６６２５２４２２３３２２２１２２００

３０２９２８２２７７

１２
土金木水火月日

３３２１

１１００９８７６５４４

１１７７１６１５１４１３１２１１１１

２２４４２２３３２２２１２０１９１１８８

３３１１３０２９２８２７２６２２５５

人口と世帯　人口１１４,４８３人（男５６,５２４人　女５７,９５９人）　 世帯数５０,６９１＜平成２３年１１月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１,７２４人＜平成２３年１１月１日現在＞

高齢者に対するインフルエンザ予防接種の実施医療機関
電話番号住　　　　所医　　院　　名
４７１・２６２８上の原１－４－２８－１１３東久留米団地診療所
４７１・１４３１金山町２－６－１４篠原医院
４７３・２０４０金山町２－１９－８二木皮膚科医院
４７９・５６５６東本町１－３松岡レディスクリニック
４７１・０１３０東本町４－３細井医院
４７３・５５９６東本町５－１初谷整形外科クリニック
４７７・００５５東本町６－１５おかの内科クリニック
４７７・５５６６東本町８－９石橋クリニック
４７１・２３０４新川町１－４－１８いくせ医院
４７０・９１７７新川町１－９－２２福山内科クリニック
４７７・００７１新川町２－２－２２東久留米クリニック
４２１・８１３８浅間町２－２６－１９尾崎医院
４２１・２１２１学園町１－１４－３２高月内科クリニック
４２１・０９７３学園町２－１１－１４ひばりが丘診療所
４７２・８７０９本町１－１－１１清水胃腸科内科
４７１・００５６本町１－２－３小笠原医院
４７９・１８００本町２－３－４たかはしクリニック
４７５・０６１０本町３－１－１子田整形外科
４７６・４１００本町３－１－９古谷消化器科・内科
４７１・２２９１本町３－３－２３富士見通り診療所
４２０・５６６１本町３－１１－１５あだち医院
４７２・２３８６本町３－１２－２山口内科・呼吸器科クリニック
４７７・０５５５幸町４－２－１おざき内科循環器科クリニック
４７０・７６７６幸町５－７－１さいわい町診療所
４６１・２９６７南沢４－３－２鹿島医院
４６０・８５０２南沢５－１８－５０鈴木クリニック
４７１・０１５４前沢２－１０－９前沢医院
４７０・９１１８前沢４－３１－４たきぐち内科クリニック
４７０・９５１１前沢５－２４－２３島田整形外科
４６０・０５３１南町１－６－１１尾町内科クリニック
４７３・３３１１滝山４－１－１８滝山病院
４７０・０６２０滝山５－２２－１７石垣整形外科
４７３・１１１７滝山７－３－１７長生医院
４７２・８１８１滝山７－１５－１６飯田医院
４７９・７１７１下里２－８－２１胃腸科内科松本クリニック
４７３・７３５５下里７－６－２大波外科胃腸科・内科小児科
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会練習」。３・４歳児。
　☆伝承あそび＝２１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＝２２日（火）午前１１時か
らが「手遊び、絵本」。２９日（火）午前１０時
半からが「お母さんと絵本」。いずれも東部
図書館職員によるお話。
　☆おはなし会＝２８日（月）午後３時から。
絵本、手遊びなど。東部図書館職員による
お話。小学生。

 
　☆ぴよぴよママの会＝１１月１６日（水）午
前１０時～１１時半。零歳児とその保護者。助
産師さんによる体重測定、子育て相談など。
バスタオル、母子手帳持参。※兄弟姉妹の
保育あり（前日までに要予約、先着３人）。
　☆幼児のつどい＝１７日（木）が「リズム
遊び」、２４日（木）が「クリスマス工作」。
いずれも、うさぎ（１・２歳児）が午前１０
時～１０時４０分、あひる（３・４歳児）が午
前１１時～１１時４５分。
　☆工作の日＝２０日（日）午後１時半から
と２時半から。木のてっぽう作り。小学生。
各回先着１０人。講師は岡澤良一氏。プラス
ドライバー・大きい洗たくバサミ持参。
　☆中高生バドミントン大会＝２６日（土）
午後５時から。誰でも参加可。先着１６人。
中学・高校生。
　☆おはなしわらべうた＝２８日（月）午前
１１時から。紙芝居、絵本の読み聞かせ、親
子でわらべ歌。乳幼児とその保護者。

 
子育て支援者講座衛
「子どもってどんなふうに成長するの
～子ども理解を深めるために～」
　地域で子育て中のお父さん・お母さん。子
どもが見せるいろいろな姿に戸惑い、悩ん
だことがありませんか。子どもを深く理解
するための講座です。ぜひご参加ください。
　▼日時　１２月１２日（月）午前１０時～１１時
半▼会場　まろにえホール（生涯学習セン
ター）集会学習室４▼講師　東洋大学教授
の清水玲子氏▼対象・定員　市内在住で子
育て中の方、２０人　※保育あり（先着１０人）。
▼参加費　無料◆申し込みと詳しくは１１月
１６日（水）から地域子ども家庭支援センタ
ー上の原緯４２０・９０１１へ

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

場合があります。
　☆臨時閉館のお知らせ＝１２月１０日（土）
午前はクリスマス会準備のため、閉館にな
ります。
 

　☆サロンフレンズ＝１１月１６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。飲み物持参。
　☆幼児のつどい＝１７日（木）午前１０時半
～１１時半が「楽器を作ろう」。３・４歳児。
２４日（木）午前１０時半～１１時１５分が「クリ
スマス会の練習」。２歳児。
　☆絵本だいすき＝１８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＝２２日・２９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。
　☆ねんど工作教室＝２７日（日）午前１０時
～１１時半。まつぼっくりツリーを作ります。
小学生、先着２５人。指導は小林みゆき氏。
１１月１６日（水）午後３時から申し込み受け
付け（本人か家族の方が直接申し込みを）。

 
　☆囲碁の日＝１１月１６日（水）午後３時か
ら。囲碁に挑戦しよう。小・中学生。指導
は囲碁連盟。
　☆卓球大会＝１６日（水）午後３時半から。
トーナメント戦。小学生。
　☆幼児のつどい＝１７日が「クリスマス工
作」、２４日が「楽器あそび」。いずれも木曜
日の午前１０時半から。幼児。
　☆おはなしタイム＝２１日（月）午前１０時
半から。絵本の読み聞かせ、手袋人形、手
遊びなど。３・４歳児。
　☆ハッピータイム＝１２月７日（水）午前
１０時半から。ベビーマッサージ。講師は小
山那智氏。ハイハイ前の零歳児とその保護
者、７組。１１月２２日（火）午前９時半から
申し込み受け付け（電話可）。

 
　☆赤ちゃんひろば＝１１月１６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。零歳児とその保
護者。講師は炭田契恵子氏。飲み物持参。
　☆幼児のつどい＝１７日（木）午前１０時１５
分からが「クリスマス工作」。１・２歳児。
２４日（木）午前１０時半からが「クリスマス

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

23.　11.　1５

３歳児健康診査
　▼日時　１１月２４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　２０年１０月１６日～１１月９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。
お子さんの麻しん風しんの
予防接種はお済みですか
　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期が１歳児、２期が幼稚園・
保育園などの年長児）に変わりました。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。
　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ので、未接種の
方は早めに接種することをお勧めします。
なお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。
　２３年度における３期・４期の対象は次の
通りです。
　▼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）▼接種期間　２４年３月３１日まで

　詳しくは同係へ。
 

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。
 

　☆将棋教室＝１１月１６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。
　☆幼児のつどい＝１７日が「クリスマス工
作」、２４日が「クリスマス会の練習」。いず
れも木曜日午前１０時半～１１時半。幼児。
　☆工作の日＝１８日（金）・１９日（土）のい
ずれも午後２時から。動くおもちゃを作ろ
う。小・中学生。
　☆赤ちゃんとニコニコタイム＝２５日（金）
午前１０時半～１１時。絵本の読み聞かせとわ
らべ歌、子育ての情報交換など。零歳児と
その保護者。
　☆クリスマス会＝１２月１０日（土）午後１
時半から。マジックやダンスなど、子ども
たちが出し物を考えます（内容は小学生向
け）。幼児（４歳以上）～中学生、２００人
（幼児は保護者同伴で）。　※１１月２６日（土）
午前９時からクリスマス会の参加整理券
（無料）を配布。※整理券のない方も当日
入場できますが、プレゼントをもらえない

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

１１
土金木水火月日

５５４３３２１

１１２２１１１０９８７６６

１１９９１８１７１６１５１４１１３３

２２６６２５２４２２３３２２２１２２００

３０２９２８２２７７

　１１月２３日（祝）は、市役所本庁舎内における電気設備の定期点検を行
うため、終日停電となります。これに伴い、同庁舎を終日閉館します。
　当日は市役所１階の屋内ひろばを始め、市民プラザ、証明書自動発行
機、金融機関ＡＴＭ、地下駐車場などもご利用になることができません。
　皆さまにはご不便をおかけしますが、ご協力をお願い致します。
　詳しくは管財課管財係緯４７０・７７１８へ。

１２
土金木水火月日

３３２１

１１００９８７６５４４

１１７７１６１５１４１３１２１１１１

２２４４２２３３２２２１２０１９１１８８

３３１１３０２９２８２７２６２２５５

　東京の北西部を流れる野火止用水の沿
川６市と都が、野火止用水６市共同クリ
ーンデーを開催します。当日は６市の各
拠点から出発し、ゴミ拾いなどの作業を
行います。
　野火止用水に興味のある方、一緒にひ
と汗かきませんか。
　▼日時　１２月３日（土）午前９時半集

合、正午ごろ作業終了・解散　▼対象　
市内在住・在勤の方▼集合場所　野火止
遊園（野火止二丁目１１番）▼持ち物　軍
手　※汚れてもよい服装でご参加くださ
い。◆申し込みは１１月２５日（金）までに
電話で環境政策課みどりと公園担当緯
４７０・７７５３へ
　詳しくは同担当へ。

～東久留米市・東大和市・立川市・小平市・東村山市・清瀬市・東京都主催～
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地震保険について教えてください
Ｑ．地震保険に入ることを検討していま
す。地震保険について教えてください。
Ａ．東日本大震災を境に地震保険につい
て検討する人が増えています。地震保険
は、損害保険会社が扱っていて、地震、
噴火、津波で受けた災害に対して補償す
るものです。単独では入れず、火災保険
にセットして契約する必要があります。
被災者の生活ができるだけ早く安定する
よう、地震保険は政府と損害保険会社が
共同で運営しているため、補償内容や保
険料はどこの損害保険会社でも同じです。
既に火災保険に加入している場合は、契
約期間の中途でも地震保険を契約するこ
とができます。
○地震保険の補償内容
　地震保険の対象となるのは居住用建物
やそれに収容されている家財です。自動
車や、有価証券、３０万円を超える貴金属
などは含まれません。保険金額は、火災
保険の保険金額の３０～５０％の範囲内で
契約者が任意で設定できますが、建物は
５,０００万円、家財は１,０００万円が限度です。
○地震保険の保険料
　地震保険の保険料は、保険対象である
建物の構造と所在地によって決まります。
例えば、都内の建物の契約金額１,０００万円

あたりの年間保険料は、非木造の場合は
１万６,９００円、木造の場合は３万１,３００円で
す。
○保険金の支払い
　地震保険では、保険の対象である建物・
家財が全損・半損・一部損となったとき
に保険金が支払われます。全損は契約金
額の１００％、半損は５０％、一部損は５％
となります。損害が少なく一部損に至ら
ない場合には、保険金は支払われません。
○共済の地震保険
　都民共済・ＪＡ共済・全労災などには、
地震保険はありませんが、火災共済や建
物更生共済の中で見舞共済金や地震損害
の保障が支払われます。掛け金が安い分、
保障も少なくなります。また、地震保険
とは名称や基準、支払われ方も異なりま
す。
○加入にあたって
　地震保険には、保険料の控除や免震・
耐震性能に応じた割引制度もあります。
また、地震保険の保険金だけでは、家を
建て替えたり、元通りに修理することは
できません。被災後の生活再建の足がか
りになるものと考えた方が良いでしょう。
現在の自分や家族の状況などを考慮し、
地震災害に対してどう備えをするのかも
踏まえて、検討しましょう。

≪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
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　詳しくは生涯学習課スポーツ振興係緯
４７０・７７８４へ。

 
まろにえホール（生涯学習センター）
中島啓江コンサート
　中島啓江さんの躍動感ある歌声と歌唱力
で心に響くステージです。東久留米のアマ
チュア合唱団「まいこ
の会」「ライツ」との共
演コーナーもお楽し
みください。
　▼日時　２４年１月
２８日（土）午後３時開
演（２時半開場）▼会
場　まろにえホール
▼出演　中島啓江氏、
まいこの会、ライツ▼曲目　「故郷」「千の
風になって」「涙そうそう」ほか▼入場料　
全席指定。４,０００円　※未就学児の入場はで
きません。
　入場券の頒布など、詳しくは生涯学習セ
ンター緯４７３・７８１１へ。

 
さいわい福祉センターのご利用を
①２４年度通所訓練生を募集
○地域活動支援センター事業（知的障害者
通所訓練）
　▼対象　原則１８歳以上で知的障害のある
方▼募集人員　若干名▼利用期間　２４年４
月１日から最長３年間▼活動内容　日常生
活の自立訓練、作業訓練など◆申し込みは
１２月１日（木）～９日（金）に、さいわい

福祉センターに備え付けの申込用紙に記入
の上、同センターへ提出を
○就労移行支援事業
　▼対象　原則１８歳以上の知的障害のある
方で、企業などでの就労を希望し、採用が
見込まれる方（障害福祉サービスの訓練等
給付の支給決定を受けた方）▼募集人員　
若干名▼利用期間　訓練等給付の支給期間
▼活動内容　就労に向けた訓練および支援
◆申し込みは障害者自立支援法に基づく手
続きが必要となりますので、同センターへ
ご相談ください
②入浴サービス
　▼対象　身体障害者手帳１・２級で家庭
での入浴が困難な方。なお、一定の医療行
為が終了し症状が安定している、介護保険
サービスを受けていない６４歳以下の方に限
ります▼利用回数　月２回◆申し込みは随
時、同センターで受け付けます
　詳しくはさいわい福祉センター緯４７７・
２７１１（ファクス４７７・２７５０）へ。
東久留米市地域活性伝統文化事業
　東久留米市にある豊かな文化遺産・伝統
文化を活用し、伝統行事・芸能の普及およ
び後継者育成などで、地域活性を目指しま
す。気軽にご参加ください。
○年越行事体験教室
　▼日時　１２月２６日（月）と２４年１月３日
（火）の２日間。いずれも午前１０時～午後
３時▼会場　創美流華道會館（前沢五丁目）
▼対象　小学生～大学生▼定員　１６人（応
募者多数の場合は抽選）▼参加費　２，０００
円（花・菓子・紙代など）▼持ち物　腰ひ
も、白い靴下、布巾、弁当、水筒、筆記用具◆
申し込みは１２月２０日（火）までに、ファクス
（４７１・１６１６）または電子メールで創美流華道
會館（soubi@car.ocn.ne.jp）へ
　詳しくは渡辺緯４７１・４０２２（代）または
市生涯学習課緯４７０・７７８４へ。
23年度東京都消防褒賞を
市内の消防団員が受賞しました
　１０月２０日、都庁にて「平成２３年度東京都
消防褒賞」の贈呈式が行われました。
　東久留米市消防団からは、第１分団団員
の玉木誠一氏と第５分団団員の吉田敏夫氏
が受賞しました。両氏は市消防団員を拝命
して以来、長年に渡って数多くの災害現場
へ出場し、市民の生命や財産を守ってきた
功労と、また訓練や警戒などにも積極的に
参加をしていたため、今回受賞の運びとな
りました。
　市民の安全のため、今後ますますの活躍
が期待されます。
　詳しくは防災防犯課（内線２２２５）へ。
 

くるくる親睦会と
フォトコンテスト表彰式
　東久留米のふれあい情報サイト「くるく
る」（http://kuru２.genki３６５.net/）では、
コミュニティサイトの登録団体と市民レポ
ーター、協賛企業の皆さんをお呼びして、
親睦会を開催します。併せて今年度実施し
た第４回フォトコンテストの入選作品の表
彰を行います。
　団体間の交流やお互いの活動の様子を知
る良い機会ですので、ぜひご参加ください。
　▼日時　１２月４日（日）午後２時～４時
▼会場　市役所１階屋内ひろば
　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。

受賞した玉木誠一氏（写真左）と吉田敏夫氏（同右）

 
医療安全推進講演会
「患者塾～信頼できる医者の選び方、納
得できる医者のかかり方～」
　▼日時　１２月８日（木）午後２時～４時
▼会場　多摩小平保健所１階講堂▼講師　
ＮＰＯ法人ささえあい医療人権センターＣ
ＯＭＬ理事長の山口育子氏◆申し込みと詳
しくは同保健所保健医療係・山崎、杓谷緯
４５０・３１１１へ。
東京都看護職員地域就業支援病院
研修
　現場復帰をお考えの看護職の方へ、再就
業を支援します。研修終了後、東京都ナー
スプラザの職員が就職相談に応じます。ぜ
ひご参加ください。この事業は東京都看護
協会が東京都からの委託を受けて実施して
います。
　▼コース・日時　①第２クール＝１２月７
日（水）～１５日（木）②第３クール＝２４年
２月２０日（月）～２８日（火）。いずれも土
曜・日曜日を除く最長７日間（プログラム
による）。時間は午前９時半～午後４時▼会
場　ベトレヘムの園病院（清瀬市梅園三丁
目）▼内容　講義、演習、病棟実習、就業
相談▼対象　保健師、助産師、看護師、准
看護師のいずれかの資格を有し、就業をお
考えの方▼定員　各クール先着１０人▼費用
　無料◆申し込みは各クールの開始６日前
までに電話で同病院緯４９１・２５２５（午前９
時～午後５時）へ
　詳しくは同病院へ。
自衛官募集
　▼募集種目　陸上自衛隊高等工科学校生
徒（一般・推薦）▼応募資格　１５歳以上１７
歳未満の男子▼受付期間　①一般＝２４年１
月６日（金）まで②推薦＝１２月１６日（金）
まで▼試験日　①一般（一次試験）＝２４年
１月１４日（土）②推薦＝２４年１月７日（土）
～９日（祝）の指定する１日
　詳しくは防衛省自衛隊東京地方協力本部
国分寺募集案内所緯０４２・３２４・１０１０へ。

ガ イ ド
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　☆わくわく赤ちゃん広場「はいはいの会」
＝１１月３０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、要予約）。
　☆なかよし広場＝１１月１８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。育児の情報交換を行い、お
子さんと一緒に地域のボランティアと遊び
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＝１１月２２日（火）午前１０
時～１１時半、　第六小学校で。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。
　☆休館のお知らせ＝館内整備のため、１１
月１７日（木）は休館します。

 
わくわくニュースポーツ
　スポーツセンターでおなじみの「ニュー
スポーツデー」のミニバージョンを、わく
わく健康プラザ体育室で実施します。気軽
にご参加ください。
　▼日時　１１月２６日（土）午前９時半～午
後零時半▼会場　わくわく健康プラザ体育
室▼種目　ミニテニス、ネオテニス、ユニ
カール▼費用　１００円（保険料ほか）▼持ち
物　タオルなど　※運動のできる服装、室
内運動靴で。◆当日直接会場へ

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

　２２年中に東久留米市内で発生した振り
込め詐欺の件数は１７件で、約２,４００万円の
被害がありました。今年に入ってからは、
既に３１件（１０月３１日現在）の被害となっ
ています。最近の手口としては口座への
振り込み以外に、犯人やその仲間が被害
者宅などで直接現金を受け取る方法での
被害も発生しています。
　次のような電話は振り込め詐欺です。
▼（犯人が息子や孫の名前をかたって）
　携帯電話の番号が変わった
▼インフルエンザ・風邪で声が変わって
いる
▼かばんをなくし、今すぐお金が必要だ
▼警察署の者ですが、振り込め詐欺の犯
人を検挙したら、あなたの口座が使わ
れていました。金融機関の者がキャッ
シュカードを取りに行くので渡してく
ださい
このような不審な電話を受けた場合は、
すぐに１１０番通報をお願いします。

田無警察署管内（東久留米市、
西東京市）における振り込め 
詐欺の発生状況（２２年）

◎被害者の多くは６０歳以上の方（田無警
察署管内の被害者の約８２.９％）で、女
性の方が多く被害に遭っています（同

署管内の被害者の６９.７％）
◎主な手口の内訳は、息子や孫などを装
った「オレオレ詐欺」が９２.６％、イン
ターネットでの有料サイトにおける利
用料・滞納料・個人情報の削除料の名
目などでの「架空請求詐欺」が７.４％と
なっています
◎被害は田無警察署管内で金融機関のＡ
ＴＭ・窓口利用による振り込みが２２件
で、そのほか犯人への手渡しが１９件あ
りました。
　振り込め詐欺の被害者は、「振り込め詐
欺については知っていたが、まさか自分
が被害に遭うとは思っていなかった」と
話しています。不審に思ったり不安にな
ったら、すぐ１１０番し、警察に相談してく
ださい。また、身内の方が振り込め詐欺
の被害に遭わないためにも、「振り込め詐
欺を許さない環境作り」が大切です。「そ
ういえば、最近あまり話をしていない」
という方には連絡を取り、近況だけでな
く振り込め詐欺の手口を話して、被害に
遭わないように注意を呼び掛けてくださ
い。
　詳しくは同署生活安全課防犯係緯４６７・
０１１０（内線２６１２）または市防災防犯課防
災防犯係緯４７０・７７７７（内線２２２３）へ。

出演の中島啓江氏

～１０月時点で昨年～１０月時点で昨年のの３３倍倍の被害額です～の被害額です～
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