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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.　10.　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
　予防接種法に基づきインフルエンザ予防
接種（本人負担あり）を実施します。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

【 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））

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の上、実施
医療機関（下表参照）に置いてある説明書
を必ず読んでから接種してください。
　▼対象　市内在住の方で、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）▼実施期間　日曜

日、祝日、医療機関の休診日を除く１０月１５
日（土）～２４年１月３１日（火）　 ※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
受給者などは無料ですが、受給証明書の提
出または中国残留邦人等本人確認証の提示
が必要です。▼実施医療機関　左表の通り
　※近隣市（小平市・東村山市・清瀬市・
西東京市）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（１２月２８日〈水〉
まで。ただし、西東京市は２４年１月３１日〈火〉
まで）。近隣市で接種を受ける際は東久留米
市の予診票が必要です。予診票は市内の委
託医療機関窓口のほか、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
　詳しくは同係緯４７７・００３０へ。
心の健康づくり事業講演会
「アルコールと心の健康」
　アルコールは、うつうつとした気持ちを
紛らわすのに役に立ちます。また、「飲めば
元気になれる」「飲めば眠れる」と、頑張る

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）
　１０月１６日・３０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）
　１０月２３日＝福山内科クリニック（新川町１－９－２２、緯４７０・９１７７）
　【歯科】
　１０月１６日・２３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）
　１０月１６日・３０日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）　 　　　　　
　１０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）

ためにお酒を飲んでいませんか。しかし、
アルコールには反対の働きがあることをご
存じでしょうか。今回は専門医師を迎え、
知っているようで知らないアルコールと心
の健康の深い関係について学びます。
　▼日時　１０月３１日（月）午後２時～４時
▼会場　市民プラザホー
ル▼講師　国立精神・神経
医療研究センター自殺予
防対策センター副センタ
ー長の松本俊彦氏▼定員
　１００人◆申し込みは１０月
１７日（月）から電話で健康課保健サービス
係緯４７７・００２２へ。
子ども相談
　▼日時　１０月１９日（水）午前９時半～午
後３時▼会場　わくわく健康プラザ▼内容
　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▼対象　幼児とその保護者◆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

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。

　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、おかけ願います。

１０
土金木水火月日

１１

８８７６５４３２２

１１５５１４１３１２１１１１００９９

２２２２２１２０１９１８１７１１６６

２２９９２８２７２６２５２４２４　
３　３１

２３２３　
　３３００

１１
土金木水火月日

５５４３３２１

１１２２１１１０９８７６６

１１９９１８１７１６１５１４１１３３

２２６６２５２４２２３３２２２１２２００

３０２９２８２２７７

人口と世帯　人口１１４,４１３人（男５６,５０７人　女５７,９０６人）　 世帯数５０,６２４＜平成２３年１０月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１,７０４人＜平成２３年１０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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　☆わくわく赤ちゃん広場「はいはいの会」
＝１０月２６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＝１０月１８日（火）
午前１０時～正午。子ども家庭支援センター
で。布でおもちゃを作ります。乳幼児とそ
の保護者。　※保育はありません。裁縫箱・
はさみ持参。申し込みは同センターへ。
　☆なかよし広場＝１０月２１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行い、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。
 

　☆なかよし広場＝１０月１８日（火）が第一
小学校、２５日（火）が第六小学校で。いず
れも午前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、
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。
　☆子育て講演会＝１１月７日（月）午前１０
時～１１時、東部地域センター講習室で。零
歳・１歳児とその保護者、先着１５組。親子
で触れ合い、わらべ歌で遊びながらの講演。
講師は幼児教育者で、むかしばなし語り部
の藤田浩子氏。申し込みは１０月１７日（月）
からセンター上の原へ。

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

タオル、母子手帳を持参。　※保育が必要な
方は前日までにご相談を。
　☆おはなしの日＝１９日（水）午後３時半
から。小学生。当日受け付け。
　☆幼児のつどい＝２０日（木）午前１０時半
からが「合同お芋堀り」。参加費１５０円。南
町の畑で。　※雨天の場合は２７日（木）のつ
どいと入れ替え。２７日（木）が「ハロウィ
ーン工作」。午前１０時からがうさぎ（１・２
歳児）、午前１１時からがあひる（３・４歳
児）。　※芋掘りの申し込みを受け付け中
（電話不可）。
　☆お話わらべうた＝２４日（月）午前１１時
から。紙芝居、絵本など、親子でわらべ歌。
幼児。
 

養育家庭体験発表会
ほっとファミリーになりませんか
　都では、いろいろな理由で親と一緒に暮
らすことのできない子どもたちを一定期間
（１カ月以上）家庭に迎えて、家族と一緒
に暮らし、養育を推進しています。市では、
より多くの市民の皆さんにこの制度を知っ
ていただくため、都との共催で養育家庭体
験発表会を開催します。地域での子育てや
福祉・教育に関心のある方の参加をお待ち
しています。
　▼日時　１１月１０日（木）午前１０時～正午
▼会場　市民プラザホール▼定員　４０人▼
参加費　無料◆申し込みと詳しくは子ども
家庭支援センター緯４７１・０９１０へ。

23.　10.　15

特定健康診査、後期高齢者健康診
査を受けていない方へ
　主に生活習慣病予防（メタボリックシン
ドロームの予防）のための健診を６～１０月
に実施しています。このたび、まだ健診を
受けていない、以下に該当する方を対象と
して、１１月に市内指定医療機関で健診を実
施します。
　▼対象　①すでに市から受診券が送付さ
れたが該当月に受診できなかった方（以前
送付された受診券は使用できませんので、
ご注意ください）②２３年４月１日～８月３１
日に新たに東久留米市国民健康保険に加入
した方（昭和１１年１１月～４７年３月に生まれ
た方）および後期高齢者医療被保険者で他
市から転入した方◆申し込みは１０月２１日
（金）までに電話（４７７・００１３）またはフ
ァクス（４７７・００３３）で住所・氏名・生年
月日・電話番号を健康課特定健診係へお知
らせください。
１歳６カ月児健康診査
　▼日時　１０月２０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３月１６日～４月１０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　１０月２７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９月２２日～１０月１５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。
 

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＝１８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。
　☆幼児のつどい＝２０日（木）午前１０時半
～１１時１５分が「新聞紙遊び」。２歳児。２７日
（木）午前１０時半～１１時半が「どんぐり遊
び」。３・４歳児。
　☆絵本大好き＝２１日（金）午前１１時～１１
時２０分。絵本の読み聞かせほか。３歳前後
の幼児とその保護者。指導は渡辺和子氏、
中林のり子氏。
　☆ハロウィーンパーティー＝３０日（日）
午前１０時～１１時４５分。ファッションショー
など。小学生とその保護者、１５０人。１０月１１
日（火）午前９時から申し込み受け付け。
３０日午前は同パーティーのため閉館します。
 

　☆おはなしタイム＝１０月１７日（月）午前
１０時半から。絵本の読み聞かせ、手遊び、
手袋人形。３歳児。
　☆おはなしの日＝１８日・２５日のいずれも
火曜日、午後４時から。素話、絵本の読み

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

聞かせ、手遊び。小学生。
　☆囲碁の日＝１９日・２６日のいずれも水曜
日、午後３時から。囲碁に挑戦してみよう。
小・中学生。指導は東久留米市囲碁連盟。
　☆幼児のつどい＝２０日が「お芋掘り」（参
加費１００円）、２７日が「ミニシアター」。いず
れも木曜日午前１０時半から。幼児。　※芋掘
りの申し込み受け付け中（電話不可）。
　☆ハッピータイム＝１１月２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。指導は小
山那智氏。　※１０月１９日（水）午前９時半か
ら申し込み受け付け（電話可）。
 

　☆工作の日＝１０月１８日（火）・１９日（水）
午後２時から。ペットボトルで万華鏡を作
ろう。小・中学生。　※当日午後４時までに
受け付け。
　☆幼児のつどい＝２０日が「マット遊び」、
２７日が「ハロウィーンごっこ」。いずれも木
曜日午前１０時半～１１時半。幼児。　※マット
遊びは動きやすい服装で。
　☆赤ちゃんとニコニコ
タイム＝２１日（金）午前１０
時半～１１時。絵本の読み聞
かせやわらべ歌、子育ての
情報交換など。零歳児とそ
の保護者。
　☆おはなしの日＝２６日（水）午前１１時～
１１時半。手遊びと絵本の読み聞かせ。幼児。
　☆将棋教室＝２６日（水）午後３時から。小・
中学生。指導は東久留米将棋研究会。
 

　☆伝承あそび＝１０月１７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＝１８日・２５日のいずれも
火曜日午前１１時から。絵本の読み聞かせ、
手遊び。乳幼児とその保護者。
　☆赤ちゃんひろば＝１９日が「親子とコミ
ュニケーションワーク」とティータイム。
講師は炭田契恵子氏。２６日が「ベビーマッ
サージ」。先着２０人。オイル代２００円。講師
は渡辺直子氏。いずれも水曜日午前１０時半
～１１時半。ベビーマッサージの申し込みは
１９日（水）午前９時から（電話可）。
　☆幼児のつどい＝２０日午前１０時１５分から
が「ミニシアター」。１・２歳児。２７日午前
１０時半からが「紙芝居コンサート・合同」。
幼児。いずれも木曜日。協力は更生保護女
性会。
　☆お父さんと遊ぼう「さつまいも掘り」
＝２９日（土）午前１０時半から。　※雨天時は
３０日（日）。１歳以上の幼児とその保護者、
５０組。会場は並木農園（神宝町）。参加費は
親子１組２００円。１０月１０日（祝）～２３日（日）
に申し込みを。
 

　☆オセロ大会＝１０月１６日（日）午後２時
から。小学生、先着８人。　※１０月９日（日）
から受け付け。
　☆ぴよぴよママの会＝１９日（水）午前１０
時～１１時半。助産師さんによる体重測定・
育児相談など。零歳児とその保護者。バス

（ ）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

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

１０
土金木水火月日

１１

８８７６５４３２２

１１５５１４１３１２１１１１００９９

２２２２２１２０１９１８１７１１６６

２２９９２８２７２６２５２４２４　
３　３１

２３２３　
３　３００

１１
土金木水火月日

５５４３３２１

１１２２１１１０９８７６６

１１９９１８１７１６１５１４１１３３

２２６６２５２４２２３３２２２１２２００

３０２９２８２２７７

　下記のイベント期間中、市立図書館で
は児童向けに読書チャンピオン・キャン
ペーンを行います。図書館で用意したリ
ストの本を読みクイズに挑戦、チャンピ
オンを目指そう。また、中央図書館２階
で楽しい展示もしています。中央図書館
に来館の際は、２階もご覧ください。
①東久留米市子ども読書週間
１０月２４日（月）～１１月６日（日）
　読書の秋です。市の図書館では子ども
読書週間として、いろいろな催しを開催
します。お近くの図書館へ、興味のある
催しへ、ご来館ください。本との楽しい
出会いが待っています。
②子ども向け行事
　いずれも参加費は無料。当日直接会場
へ。
◎工作会
　▼日時　１０月２６日（水）午後３時から
▼会場　南部地域センター和室
◎季節のおはなし会
　▼日時　１０月３０日（日）午後２時と午
後２時４０分▼会場　中央図書館おはなし
室）
◎紙芝居劇場
　▼日時・対象　１１月２日（水）午前１１
時からが幼児、午後３時半からが小学生
▼会場　滝山児童館

③大人を対象とした、子どもと読書に
関する講座
　いずれも会場は中央図書館、参加費は
無料です。
◎紙芝居連続講座　
　▼日時　１０月２０日（木）・２７日（木）の
いずれも午前１０時～正午▼対象　２回と
も出席できる方▼参加費　無料◆申し込
みは１０月１１日（火）から電話で中央図書
館児童担当緯４７５・４６４６、または直接同
館カウンターへ
◎絵本入門講座
　「子どもや孫に絵本を読んであげたい」
「名作絵本や最近の話題の絵本を知りた
い」。そのような方に図書館員が絵本を紹
介します。
　▼日時　１０月２５日（火）午前１０時～１１
時半▼参加費　無料◆当日直接会場へ
◎すばなし入門講座
　「昔、炉辺（ろばた）でおばあさんが昔
話をしてくれたように、自分も子どもた
ちにお話をしてあげたい。でも、どうや
ればよいのだろう」。図書館員が、すばな
し（ストーリーテリング）のコツをお教
えします。
　▼日時　１１月１日（火）午前１０時～１１
時半▼参加費　無料◆当日直接会場へ
　詳しくは最寄りの図書館（中央図書館
緯４７５・４６４６、滝山図書館緯４７１・７２１６、
ひばりが丘図書館緯４６３・３９９６、東部図
書館緯４７０・８０２２）へ。

秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋はははははははははははははははは図図図図図図図図図図図図図図図図書書書書書書書書書書書書書書書書館館館館館館館館館館館館館館館館にににににににににににににににに行行行行行行行行行行行行行行行行ここここここここここここここここうううううううううううううううう秋は図書館に行こう！！！！！！！！！！！！！！！！！

　市内および近隣地域に在住の皆さんによる、地域の交流を深めるためのコンサー
トです。
　▼日時　１０月２３日（日）午後１時半開演（１時開場）▼会場　自由学園記念講堂
（学園町１－８－１５）▼入場料　５００円（全席自由、高校生以下無料）▼出演　ア
ネモス弦楽四重奏団、自由学園男子部高等科合唱、自由学園ウィンドオーケストラ、
西東京ジュニアオーケストラ◆入場券は東部・南部・西部の各地域センター、市民
プラザなどで頒布中
　詳しくは南部地域センター緯４５１・２０２１または自由学園事務室緯４２２・３１１１へ。

第１回地域交流コンサート「南沢音楽祭第１回地域交流コンサート「南沢音楽祭」」
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などの音楽科の学生・卒業生または同等の
技量を持つ方。ピアノ・管弦打楽器は中学・
高校生でも可（ただし、コンクール受賞歴
など、実績のある方のみ）▼参加費　無料
◆同ホールで配布中の応募要項をご覧の上、
１１月１０日（木）までに（必着）申し込みを
　詳しくは同ホール緯４７３・７８１１へ。
天満敦子ヴァイオリンリサイタル
～まろにえホール（生涯学習センター）主催
　ヴァイオリニスト天満敦子が、魂を揺さ
ぶる不朽の名作「望郷のバラード」を始め
とするクラシックの名曲の数々を、ストラ
ディヴァリウスで皆さんの心に響かせます。
　▼日時　１２月３日（土）午後２時開演
（１時半開場）▼会場　まろにえホール（生
涯学習センター）ホール▼出演　天満敦子
（無伴奏・ヴァイオリン）▼曲目　望郷の
バラード、タイスの瞑（めい）想曲、ねむ
の木の子守歌ほか▼入場券　全席指定。一
般３,０００円、大学生以下２,０００円　※現在、頒
布中。▼ご注意　未就学児の入場はできま
せん◆申し込みと詳しくは同ホール緯４７３・
７８１１へ

男女平等推進センター情報
①「ブックる　ぶっくル」読書会
～はじめまして！　おススメの本って
なんですか？～
　「ブックる　ぶっくル」という名の、本が
好きな人のための講座を開催します。大好
きな本を通して、自分の思いや考えを人に
伝えてみましょう。第１回目の今回は、市
内の図書館職員によるブックトーク「出会
いの本」を予定しています。あなたのお薦
めしたい本を持ち寄ってみませんか。
　▼日時　１０月１９日（水）午後７時～８時
半▼会場　男女平等推進センター会議室▼
定員　先着１０人▼参加費　無料▼持ち物　
お薦めの本２冊（ジャンルは問いません）
　※同センター所蔵図書も貸し出していま
す（一人２冊まで）。◆申し込みは１０月１９日
（水）午後３時までに氏名・電話番号を電
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
②男女共同参画情報誌
「ときめき」第４７号を発行しました
　▼発行日　９月３０日▼主な内容　①特集
「防災座談会」（わが家わが町～地域のつな
がりを大切に～）②トップインタビュー（し
なやかに年輪を重ねて～茶の湯でふれあう
心と心～）③「フィフティな川柳」入賞作
品発表④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）⑤パープルリボン・キルト・タペ
ストリー～女性に対する暴力防止の願いを
込めて！～▼配布場所　市民プラザ窓口、
男女平等推進センター、市内各公共施設な
ど
　詳しくは生活文化課緯４７０・７７３８へ。
③「心もほっとに編み上げる～パープル
リボン小物づくり～」
　配偶者暴力やストーカー、セクシュアル・
ハラスメントなど、女性に対する暴力は人
権侵害行為です。パープルリボンは暴力防
止の意思を伝えます。
　このパープルリボンをあしらった、素敵
な小物入れを編み上げます。
　▼日時　１１月１６日（水）午後１時～４時
▼会場　男女平等推進センター会議室▼講
師　パープルリボン手芸会▼定員　先着２０
人　※２歳～未就学児の保育あり。１０月１７
日（月）～１１月４日（金）までに要予約。
▼参加費　１５０円（材料費）▼持ち物　かぎ

針２または３号、はさみ◆申し込みは１０月
１７日（月）～１１月１１日（金）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」情報
①キャラクターネーミングを募集します
　東久留米のふれあい情報サイト「くるく
る」では、開設５周年を記念してサイトの
キャラクターを作りました。そこで、まだ
名前のない二人のキャラクターの名前を募
集しています。気軽にご応募ください。
 

　◆申し込みは１１月１３日（日）までに次の
方法で。①応募用紙で＝生活文化課（市役
所２階）に応募用紙と応募箱を設置してい
ます②電子メールで＝東久留米のふれあ
い情報サイト「くるくる」をご覧ください
（http://kuru２.genki３６５.net/）
②市民レポーターを募集します
　「くるくる」では、市内の出来事、市内の
風景、コミュニティーサイトに掲載されて
いるイベントに参加した感想など、市内や
近隣地域に関わる情報を掲載する「市民レ
ポーター」を募集します。
　詳しくは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または生活
文化課市民協働係緯４７０・７７３８へ。
チャレンジボランティア講座
～ボランティアのための「高齢者福祉施
設の見学＋介護に役立つ技術」～
　ボランティアに興味のある方のための高
齢者福祉施設の見学会です。高齢者福祉施
設以外のボランティア活動も紹介します。
◎けんちの里（下里四丁目）
　▼日時　１０月２６日（水）午後２時～４時
▼会場　社会福祉法人竹恵会・特別養護老
人ホーム「けんちの里」地下１階地域交流
室
◎マザアス氷川台（氷川台二丁目）
　▼日時　１１月２日（水）午前１０時～正午
▼会場　社会福祉法人マザアス・特別養護
老人ホーム「マザアス東久留米」３階地域
交流ロビー
◎共通事項
　▼対象　小学４年生以上の方、主婦や定
年退職者など地域でボランティア活動をし
てみたい方▼定員　各会場とも先着１０人▼
参加費　２００円（資料代）◆申し込みは１０月
１７日（月）から社会福祉協議会ボランティ
アセンター緯４７５・０７３９へ。

 
司法書士・税理士による
無料法律相談会
　皆さんの抱えるいろいろな法的問題につ
いては司法書士が、関連する税務について
は税理士がお答えします。気軽にご相談く
ださい。予約は不要です。主催は東京司法
書士会田無支部、東京税理士会東村山支部。
　▼日時　１０月２２日（土）午前１０時～午後
４時▼会場　南部および西部の各地域セン
ター▼相談内容　①司法書士＝相談・遺言・
成年後見・不動産登記・クレジット・サラ
金など②税理士＝相続・贈与・売買など司
法書士への相談に関連する税務相談◆当日
直接会場へ
　詳しくは司法書士・下村緯４６１・９１３４へ。
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「油・断・快適！下水道～下水道
に油を流さないで～」キャンペーン
　キッチンから流れた油は、下水道管のつ
まりや悪臭の原因となります。鍋や食器に
付いた油汚れは、洗う前に拭き取りましょ
う。この行動が川や海の良好な水環境につ
ながります。
　詳しくは都下水道局流域下水道本部緯
０４２・５２７・４８２８へ。
青年農家の皆さんとの
「ふれあい交流会」
女性参加者を募集します
　魅力ある都市農業を担う青年農家の皆さ
んとの出会い、親睦を深める交流会に参加
してみませんか。主催はＪＡ東京みらい青
壮年部。
　▼日時　１１月２６日（土）午前１１時～午後
４時（受け付けは１０時半から）▼会場　西
武園ゆうえんち中央口集合（西武山口線西
武遊園地駅前）▼対象　２０
歳～４０歳前後の独身女性▼
定員　先着２５人▼参加費
１,０００円（入場料、昼食代含
む）▼内容　レストランでの
パーティーや遊園地のアトラ
クションほか
　詳しくはＪＡ東京みらい指導課・岡田緯
４７７・００３７へ。
江戸・ＴＯＫＹＯ
技とテクノの融合展２０１１
　中小企業を経営する皆さんへの支援の
取り組みとして、５回目となる東京信用保
証協会主催ビジネスフェアが開催されます。
新技術や新商品の情報収集の場として、ま
たビジネスパートナーとの出会いの場とし
て、ぜひご活用ください。
　▼日時　１１月２日（水）午前１０時～午後
５時▼会場　東京国際フォーラム展示ホー
ル（千代田区丸の内３－５－１）▼内容
２７４企業によるブース展示、著名講師陣によ
る講演会ほか▼入場料　無料
　詳しくは同協会ビジネスフェア事務局緯
０３・３２７２・２０７０へ。
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ジュニア育成ソフトテニス
中級者教室
～２５年東京国体の選手を目指して～
～主催：ＮＰＯ法人東久留米市体育協会・
財団法人東京都体育協会・東京都主催。主
管：東久留米市ソフトテニス連盟
　▼日時　１１月１２日（土）午前８時～午後
４時。予備日は１１月２６日（土）▼会場　市
立テニスコート▼対象　市内在住・在学の
小学５年生～高校生で、テニスシューズ、
ラケットを持っている方▼募集人数　１００
人（小学生１５人、中学・高校生８５人。応募
者多数の場合は抽選）▼参加費　無料▼持
ち物　タオル・帽子・飲み物◆申し込みは
１１月７日（月）までに（必着）、往復はがき
に教室名・住所・氏名・電話番号・学校名・
学年を記入の上（返信用にも住所・氏名を
書いて）、〒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
　詳しくは同協会事務局緯４７０・２７２２へ。
市民オープンソフトテニス大会
～市ソフトテニス連盟主催
　初心者から上級者まで楽しめる団体戦を
行います。気軽にご参加ください。
　▼日時　１１月６日（日）午前８時半開会。
予備日は１１月１３日（日）▼会場　市立テニ
スコート▼参加方法　１人単位で申し込み
を。初心者から上級者まで受け付けます▼
参加費　１人５００円◆申し込みと詳しくは
１０月３０日（日）までに同連盟・有田緯４７７・
３０２７へ

 
ご存じですか「行政相談週間」
　１０月１７日（月）～２３日（日）は「行政相
談週間」です。この週間は、広く国民の皆
さんに行政相談（委員）制度を利用してい
ただくために設けています（今年は同制度
発足５０周年に当たります）。
　市でも、行政相談委員が次の通り行政相
談所を開設します。国の仕事などについて、
「説明に納得できない」「処理が間違ってい
る」などの苦情や要望を受け付けます。
　▼日時　１０月２１日（金）午後１時半～４
時▼会場　市役所１階屋内ひろば▼相談内
容　年金、保険、福祉、道路、郵便、旅客
運輸関係など　
○その他の常設相談所
　①市の行政相談＝奇数月の第２水曜日午
後１時から、生活文化課（市役所２階）で。
また、行政相談委員（内田國夫氏緯４６２・７２６５、
篠宮松美氏緯４６５・１８３９、岡部佳子氏緯４７４・
０３７９）は電話での相談も受け付けますので、
ご利用ください
　②総務省東京行政評価事務所「行政苦情
１１０番」＝電話（０５７０・０９０１１０）またはフ
ァクス（０３・５３３１・１７６１）により相談を受
け付けています
　詳しくは生活文化課人権・市民相談担当
緯４７０・７７７７へ。
クラシックコンサート新人演奏家・
出演者を募集します
～まろにえホール（生涯学習センター）主催
　「みんなのクラシックコンサート」におい
て、将来プロの演奏家を目指す若手演奏家
の出演者を募集します。
　▼公演日　２４年３月１８日（日）▼会場　
まろにえホール（生涯学習センター）ホー
ル▼部門　ピアノ・声楽・管弦打楽器▼応
募資格　東久留米市近郊在住で３０歳以下の
方（声楽は３５歳以下）、音楽大学・教育大学

出演の天満敦子出演の天満敦子氏氏




