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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.htm

23.  7. 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

第５４回市民のための医療講座
　歯は「健康の窓」、「元気の源」と言われ
ます。家族の心身の健康を守るために、も
う一度「歯とお口からの病気の予防、元気
増進」について考えてみましょう。
　口腔（くう）と全身との関連、寝たきり
予防法、栄養と歯の関係などについて学び
ます。
　▼日時　７月２３日（土）午後２時～４時
▼会場　市役所７階７０１会議室▼テーマ　
「必ず元気が出てきます！　歯とお口から
の健康法ＡｔｏＺ」▼講師　東久留米市歯科
医師会副会長で、こだま歯科医院院長の小
玉剛氏▼司会　東久留米市歯科医師会理事
の相波敏明氏▼定員　先着１５０人▼入場料
　無料◆当日直接会場へ
　詳しくは健康課緯４７７・００２２へ。
子宮頸（けい）がん予防ワクチン
の接種のご案内
　７月１５日（金）から高校１年生相当の方
に対する初回接種事業を開始します。中学
１年～３年生相当の方には、厚生労働省か
ら開始の通知が届き次第、個別通知します。
　▼実施期間　７月１５日（金）～２４年３月
３１日▼対象　７年４月２日～８年４月１日
生まれの女子▼接種費用の自己負担額　１
回当たり１,６００円▼実施機関　市内指定医
療機関（市ホームページを参照）
　詳しくは健康課☎４７７・００２２へ。
４カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　▼日時　８月４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▼会場　わくわく健康プラザ▼対象　
２３年３月１８日～４月８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・

【 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））

００２２へ。
１歳６カ月児健康診査
　▼日時　７月２８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１２月５日～１２月２９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。
２歳児歯科健診
　▼日時　８月３日（水）午前９時１５分～
１０時１５分受け付け▼会場　わくわく健康プ
ラザ▼内容　歯科健診、ブラッシングなど
▼対象　２１年７月生まれの幼児◆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　７月２１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６月２７日～７月２０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。
子ども相談
　▼日時　８月２日（火）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）
　７月１７日・１８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）
　７月２４日＝たかはしクリニック（本町２－３－４、緯４７９・１８００）
　７月３１日＝福山内科クリニック（新川町１－９－２２、緯４７０・９１７７）
　【歯科】
　７月１７日・１８日・２４日・３１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）
　７月１７日・２４日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）　 　　　　　　
　７月１８日・３１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
　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）

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。

７月１８日（海の日）のごみ収集は
　７月１８日は月曜日の祝日ですが、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。

 

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。
 

☆卓球大会＝７月２０日（水）午後３時から。
小学３年～６年生。試合開始前に申し込みを。
　☆工作の日＝２１日（木）・２２日（金）のい
ずれも午後２時から。紙粘
土で携帯ストラップを作ろ
う。小・中学生。　申し込み
は当日午後４時まで受け付
けています。
　☆環境整備の日＝２３日（土）午後４時か
ら。児童館内の整理整頓・掃除をみんなで
します。小・中学生。
　☆将棋教室＝２７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。

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

　人口と世帯　人口１１４,５５８人（男５６,５９６人　女５７,９６２人）　 世帯数５０,６６１＜平成２３年７月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１,７３３人＜平成２３年７月１日現在＞
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土金木水火月日
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　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（対象は１期が１歳児、
２期が幼稚園や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。
　２３年度の３期、４期の対象は次の通り
です。
　▼３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）

　▼４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。なお対象となる方で通知の届かな
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。

お子さんの麻しん風しんの予防接種はお済みですか
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土金木水火月日
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土金木水火月日
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１１３３１２１１１０９８７７
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３１３０２９２２８８

 
小・中学生対象「みんな集まれ
卓球教室（２３年度後期）」
～市体育協会主催
　小学５年生以上を対象に、競技技術の向
上を目的とした卓球教室を開催します。卓
球のエキスパートによる計画的な指導を受
けて、確実にステップアップしましょう。
　▼日時　全２７回。９月３日～２４年３月２４
日の毎週土曜日、午後２時～５時▼会場　
青少年センター▼持ち物　ラケット、シュ
ーズ、汗ふきタオル▼
服装　学校の体育着
（卓球用ユニホーム
可）▼費用　参加費
８,１００円、傷害保険料
５００円（参加費ならび
に傷害保険料の合計
８,６００円を、参加者決定
通知後８月１９日〈金〉までに体育協会にお
支払いください。払い込み後は返金できま
せん）◆申し込みは８月４日（木）までに（必
着）、往復はがきに当教室名・住所・氏名・
年齢・学校名・学年・電話番号を記入の上（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、
体育協会あて郵送を
　詳しくは同協会事務局緯４７０・２７２２へ。
第２３回ジュニアテニス大会
～市テニス連盟主催
　▼日時　８月１６日（火）午前８時半集合
（予備日１７日）▼会場　小山テニスコート
▼種目　男女シングルス▼参加資格　市内
在住・在学・在テニススクールの中学生▼
参加費　一人５００円（大会当日集金）◆申
し込みは８月１１日（木）までに（必着）、は
がきに郵便番号・住所・氏名・電話番号・
学校名またはスクール名・学年を記入の上、
〒２０３－００３３、滝山７－１１－４、佐々木道
夫あて郵送を。連盟役員への直接申し込み
もできます
　詳しくは佐々木緯４７３・００７９（夜間）へ。
第２５回
ミックスダブルステニス大会
～市テニス連盟
　▼日時　８月２１日（日）（予備日は２８日）▼
会場　市内各テニスコート▼種目　ミック
スダブルス１部・２部▼参加資格　市内在
住・在勤・在学・在テニススクールで高校
生以上の方▼参加費　１ペア２,０００円◆申
し込みは８月２日（火）までに、郵便振替
（００１９０－２－６３２３６９、加入者名・東久留
米市テニス連盟）で、通信欄に郵便番号・
住所・氏名・電話番号・参加種目、市外の
方は勤務先・学校名・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　※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のでご注
意ください。なお、男女シングルスは１０月
３０日（日）に行う予定です。
　詳しくは佐々木緯４７３・００７９（夜間）へ。

 

 
　月曜～土曜日の午前１０時～午後４時半、
いつでも遊べます。赤ちゃん連れで遊びに
来てください。
　☆わくわく赤ちゃん広場「はいはいの会」
＝７月２７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。バスタオル持参。当日直接
会場へ。　※兄弟姉妹の保育あり（先着３人、
予約制）。

 
　月曜～金曜日の午前９時半～午後４時、
いつでも遊べます。子育て相談も気軽にご
利用ください。
　☆なかよし広場＝７月１９日（火）が第一
小学校、２６日（火）が第六小学校。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。
　☆水遊び＝２５日（月）～９月２日（金）
は、テラスで水遊びができます。水遊び用
おもちゃなどを用意します。親子で一緒に
遊んでください。ぬれてもよいように、着
替えやタオルを持参。
　☆休館日のお知らせ＝館内整備のため、
７月２１日（木）は休館します。

 
２０１１年夏・夏休みは図書館に行こう！
　「こどもとしょかんスタンプラリー」
　図書館では、夏休み期間中に小学生を対
象としたスタンプラリーを行います。クイ
ズに答えたり、おはなし会やイベントに参
加して、スタンプを集めよう。
　◎夏休みのイベント
　いずれも参加費は無料です。　※地区館
には駐車場はありません。
　【人形劇】　 ▼日程　７月２０日（水）▼会
場　南部地域センター講
習室
　【絵本展】　 ▼日程　
７月２３日（土）～２６日（火）
▼会場　中央図書館視聴
覚ホール
　【講演会「絵本をあそぼう！」】　▼日程
　７月２３日（土）▼会場　中央図書館　▼
講師　藤田浩子氏　※主催は東久留米地域
文庫親子読書連絡会。
　【かがくあそび】　 ▼日程・会場　８月２２
日（月）が中央図書館、２３日（火）が滝山
図書館、２４日（水）がひばりが丘図書館、
２５日（木）が東部図書館
　【きせつのおはなし会】　 ▼日程　８月
２８日（日）▼会場　中央図書館おはなし室
　詳しくは中央図書館緯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。

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
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　☆おはなし会＝７月１９日・２６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。
　☆折り紙教室＝１９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。
　☆粘土工作教室＝２４日（日）午前１０時～
１１時４０分。ペン立てを作ります。小学生、
先着２０人。指導は小林みゆき氏。　※申し込
み受け付け中。本人か家族の方が直接申し
込みを（電話申し込み不可）。
　☆トールペイント教室＝２７日（水）午前
１０時～１１時半。トールペイントをやってみ
よう。エプロン、手ふきタオル持参。小学
２年～６年生。先着１５人。指導は富山英美
氏。　※７月１３日（水）午前９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（電話申し込み不可）。
　
 
　☆環境整備の日＝７月１５日（金）午後３
時半から。みんなで児童館の整理整頓をし
て、夏休みを気持ち良く迎えましょう。小・
中学生。
　☆わくわくクッキング＝１９日（火）午後
３時から。冷たいおやつを作って食べよう。
小・中学生、５０人。
　☆おはなしの日＝１９日・２６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。
　☆囲碁の日＝２０日・２７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。指導は囲碁連盟。
　☆押し花教室＝８月１５日（月）午前９時
半から。オリジナルキーホルダーを作ろう。

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

小・中学生、２０人。指導は村尾聡子氏。　※
７月２５日（月）午前９時半から申し込み受
け付け（電話申し込み不可）。

 
　☆たのしくつくろう＝７月１５日（金）午
前１０時半から。エコ企画「うちわづくり」。
幼児。
　☆手芸ＷＥＥＫ＝１６日（土）～１８日（祝）
午前９時から。小枝とボタンを使ってモビ
ールづくり。小学生。
　☆伝承あそび＝１８日（祝）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。
　☆おはなし会＝２５日（月）午後３時から。
絵本・素話など。小学生。　※図書館職員が
来館します。
　☆将棋の日＝２７日（水）午後３時から。
小学生以上。指導は五角探求会。

 
　☆おはなしの日＝７月２０日（水）午後３
時半から。水曜おはなし会。小学生。
　☆おはなしわらべうた＝２５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。
　☆ひばりんＣＬＵＢ＝２４日（日）午前１０
時～１１時。幼児向けサッカー教室。年中・
年長の園児とその保護者、２０組。指導は小
林浩太氏。汗ふきタオル、飲み物、運動靴（ス
パイク不可）を持参。　※７月１５日（金）か
ら申し込み受け付け（電話申し込み可）。雨
天の場合は遊戯室（上ばき持参）で。
　☆夕涼み会＝８月６日（土）午後４時半
～７時４５分。ゲーム、夕食（カレーライス）、
花火観賞（雨天時はビデオ観賞）。小学生、
先着４０人（終了後保護者の迎えが必要）。参
加費１００円。　※参加申し込み受け付け中
（電話申し込み不可）。

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
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保証期間なのに
修理代を請求された

Ｑ．購入日から１年以内のゲーム機が故
障しました。保証書があり、無償修理し
てもらえると思ったのに、メーカーには
「保証対象外の故障なので有料」だと言
われ、納得できません。保証書は何のた
めにあるのですか。
Ａ．商品を購入したときに保証書が添付
されていることがあります。メーカーの
保証書に加えて、販売店の保証書が付い
ている場合もあります。保証書は、購入
した商品の機能について、事業者が保証
する内容を規定したもので、多くの場合
には、期間が定められています。あくま
で任意のサービスであり、全ての商品に
義務付けられているものではありません。
販売店によっては、サービスの一環とし

て、さらに延長保証制度を設定している
場合もあります。これは、メーカーの保
証期間を過ぎた後でも、販売店がさらに
一定期間について同様の保証内容を確約
する制度です。販売店によって、対象商
品や制度を利用するための手数料、販売
店の負担分（全額負担とは限らない）が
異なります。これらの保証がされていて
も、例えば、機能に影響しない外観の傷
や汚れなどは、保証対象外になる場合が
あります。そのため、どのような場合に
どのような保証がされるかについては、
保証書などをよく読んで、十分に確認し
ておく必要があります。今回の相談のケ
ースも、メーカーの判断は保証対象外で
あるとのことでした。また、販売店の保
証もメーカーの保証内容に準ずるとして、
有償での修理となりました。

≪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

２５年東京国体のジュニアソフトテニス選手育成を目指して

ジュニア育成ソフトテニス指導者講習会参加者募集

【日時】　　　７月２４日（日）午前９時～午後５時
　　　　　　※予備日は３１日（日）。
【会場】　　　滝山テニスコート
【参加費】　　無料
【対象】　　　市内在住、在勤の２０歳以上の方
【募集人数】　５０人

　◆申し込みは７月２０日（水）までに（必着）、往
復はがきに教室名・住所・氏名・電話番号・年齢
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。

　～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、
東久留米市ソフトテニス連盟主管
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ます。どのような制度なのか、いつ必要に
なるのか、などを学びます。
　▼日時　８月５日（金）午後１時半～４
時▼会場　市役所７階７０１会議室▼講師　
司法書士で公益社団法人成年後見センタ
ー・リーガルサポート会員の山﨑政俊氏▼
定員　７０人▼参加費　無料◆申し込みと詳
しくは７月１５日（金）から、東久留米市社
会福祉協議会内成年後見制度推進機関担当
緯４７９・０２９４へ
制度利用の個別相談会
　成年後見制度の後見人として豊富な実践
経験を持つ司法書士、社会福祉士が個別に
相談を受けます。
　▼日時　８月１９日（金）午後２時～４時
▼会場　わくわく健康プラザ社協会議室▼
定員　４人、各５０分▼相談料　無料◆申し
込みと詳しくは８月８日（月）から、東久
留米市社会福祉協議会内成年後見制度推進
機関担当緯４７９・０２９４へ

 
第５回市民プラザ夏祭り
　今年も夏祭りの季節がやってきました。
市内の小・中学生や団体が多数出演し、体
験コーナーやクルメイザー、消防車も来ま
す。
　▼日時　７月３１日（日）午前１０時半～午
後３時３５分▼会場　市民プラザ、市役所１
階屋内・屋外ひろばほか▼出し物（予定）　
オープニング＝九小舞組▽ステージ＝金管
バンド／大正琴／空手紹介／東久留米バト
ンチーム／ファッションショー／クルメイ
ザー／コーラス／ストリートダンス／フラ
ダンスほか▽体験コー
ナー＝消防服を着て消
防車と記念撮影／ミニ
消防車に乗車／木目込
みひょうたん／パソコ
ンで名刺／フエルトで
小物／木工折り紙／切り絵、押し花絵／将棋
指導、対局／ザリガニ釣りゲームほか▽販売
＝焼きそば／焼き鳥／フランクフルト／た
こ焼き／かき氷／綿菓子／カットスイカ／
ヨーヨー釣り／木工作品／手作りノート／
パウンドケーキほか　※販売は売り切れ次
第、終了。
　詳しくは市民プラザ緯４７０・７８１３へ。

 
生涯学習センターの夏休み学習室
　夏休み期間中、市内の小学～大学生を中
心とした学生の勉強の場として、空いてい
る学習室を開放します。夏休みの宿題や、
受験勉強などにご利用ください。
　▼期間　７月２１日（木）～８月３１日（水）
▼利用時間帯　①午前９時～正午②午後零
時４０分～３時半③午後３時５０分～６時（空
き状況によって利用できない場合がありま
す）▼会場　まろにえホール（生涯学習セ
ンター）▼対象　小学生以上
　詳しくは同ホール緯４７３・７８１１へ。
防犯ボランティア団体・わんわん
パトロール隊員を募集
　市では、１７年４月に「東久留米市安全・
安心まちづくり条例」を施行し、自主防犯
活動を推進しています。
　安全で安心して暮らすことのできる住み
よいまちづくりを目的に「自分たちのまち
は、自分たちで守ろう」と考えている団体・
事業者など、また、愛犬の散歩をしながら
地域や子どもの安全を見守り、不審者をチ
ェックするボランティアを随時募集・登録
しています。

◎防犯ボランティア団体などに防犯用品を
お貸しします
　市では登録していただいた「防犯ボラン
ティア団体」「わんわんパトロール隊員」の
方に防犯用品をお貸ししています。
■お貸しできる防犯用品
　防犯ボランティア団体＝腕章▽合図灯▽
パトロールベスト▽自動車用マグネットシ
ート▽「防犯パトロール中」たすき▽防犯
ステッカー大（３０唖×２０唖）、小（９唖×
９唖）
　わんわんパトロール隊員＝わんわんパト
ロール腕章▽わんわんパトロールリード標
▽「防犯パトロール中」たすき▽わんパト
バンダナ▽わんパトスウィングボーン▽パ
トロールベスト▽合図灯▽防犯ステッカー
大（３０唖×２０唖）、小（９唖×９唖）
　ボランティア登録、防犯用品貸与の申請
など、詳しくは防災防犯課防災防犯係（内
線２２２３）へ。
メールけいしちょうにご登録を
　「メールけいしちょう」は、防犯対策とし
て、警視庁が管内において発生した犯罪発
生情報や犯罪を防ぐために必要な防犯情報
などをメールでお知らせするサービスです。
　配信される内容は、強盗・ひったくり・
子どもに対する犯罪発生情報、そのほか各
種お知らせです。
　登録の方法は２通りあり、パソコンから
は警視庁のホームページにアクセスし、「メ
ールけいしちょう」のページへ空メールを
送信して登録できま
す。携帯電話からは、
「ｔｏｕｒｏｋｕ＠ｉｎｆｏ.ｋｅｉｓ
ｈｉｃｈｏ.ｍｅｔｒｏ.ｔｏｋｙｏ.ｊｐ」
へ空メールを送信す
ると、登録用のメー
ルが返送されますの
で、手続き方法に従
い登録してください。
　詳しくは警視庁犯罪抑止対策本部緯０３・
３５８１・４３２１（内線３９１３２・３９１３３）、または
市防災防犯課防災防犯係（内線２２２３）へ。

 
ファミリー・サポート・センター
　地域で子育てを応援する有償の活動です。
協力してくださる方、利用したい方への説
明会を開催します。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。サポー
ト会員は講習会を受けることで地域の子育
て支援活動に参加いただけます。次回のサ
ポート講習会は１０月を予定しています。
　▼日時・会場　①７月１６日（土）午前９
時半から②８月１１日（木）午前１０時から、
いずれも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。

 
２３年度排水設備工事責任技術者
資格認定共通試験
　▼試験日時　１０月１６日（日）午前１０時～
正午▼試験会場　青山学院大学・青山キャ
ンパス９号館（地下鉄表参道駅から徒歩５
分）▼受験手数料　６,０００円◆申し込みは８
月３日（水）～９月１日（木）に、受験申
込書に必要事項を記入の上、添付された封
筒を使用して郵送を　※受験申込書は７月
２５日（月）～８月３１日（水）に施設管理課施
設建設担当窓口（市役所５階）で配布します。
　詳しくは同課緯４７０・７７５９へ。

◆警視庁ホームページアドレス
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/
tetuzuki/mail/mail_info.html/

ガ イ ド

多摩六都科学館
○夏の特別企画展「トリックアー
ト展２０１１」
　人の目の錯覚を巧みに利用した、見て・
触れて・驚いて、遊べる新感覚の絵画です。
鑑賞するだけではなく、絵と一緒にポーズ
をし、楽しい写真を撮ってみませんか。
　▼日時　７月１６日（土）～９月２５日（日）
午前１０時～午後５時（入館は午後４時まで）
▼会場　多摩六都科学館地下１階イベント
ホールほか▼費用　小人（４歳～高校生）２００
円、大人５００円
○全天周映画「ダイナソーＤＸ」
　「ロクト全天周映画まつり」の第３弾。プ
ラネタリウムドームの改修に伴い、ウルト
ラ７０映写機を使った全天周映画の上映は
１０月末までとなります。リニューアルを前
に、美しいフィルム映像で人気の高い作品
を特集します。
　▼期間　７月３１日（日）まで▼費用　小
人（４歳～高校生）４００円、大人１,０００円　
※時間など、詳しくは同館緯４６９・６１００へ。
災害などにより被害を受けた方へ
都税を減免する制度があります
　風水害や地震、火災などで甚大な被害を
受けた方には、一度課税された税金のうち、
まだ納期限が到来していない税金を、被災
の程度などによって軽減または免除する制
度があります。
　▼減免をする場合＝床上浸水、崖崩れ、
家屋損壊などの被害を受けた場合▼減免の
対象となる税＝不動産取得税、個人事業税
▼減免を受けるための手続き＝減免を受け
るためには、納期限までに、納税者ご本人
からの申請が必要です。被災された方は、
「り災証明書」など、被災の事実を証明す
る書類を添えて、都税事務所まで申請して
ください。
　また被災により、都税を一度に納めるこ
とができない場合には、納税を猶予する制
度があります。
　詳しくは立川都税事務所緯０４２・５２３・
３１７１（代）へ。
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まろにえホール（生涯学習センター）
夏休みこども自由研究
①自然科学教室「雲博士になろう」
　季節や天気、地形によって雲の形はいろ
いろです。雲の名前や「できかた」を知っ
て、天気を予想してみよう。
　▼日時　８月１３日（土）午後１時から▼
対象　小学４年～６年生▼講師　気象予報
士の小口禮司氏▼定員　先着２０人▼参加費
　３００円▼持ち物　筆記用具
②廃油でエコキャンドルづくり！
　廃油でカラフルなキャンドルを作って、
災害に備えましょう。
　▼日時　８月１６日（火）午後１時からと
午後３時から▼対象　小学４年～６年生▼
費用　３００円▼定員　各回先着１０人▼持ち
物　耐熱空き瓶、廃油（こしたもの）、クレ
ヨン
③ペットボトルビーズでストラップづ
くり！
　ペットボトルでビーズを作って、ストラ
ップにしよう。
　▼日時　８月２０日（土）午前１０時からと
午後１時から▼対象　小学１年～３年生と
その保護者（親子で参加）▼費用　３００円
（子ども一人追加は２００円）▼定員　各回先
着１０組▼持ち物　１．５ℓ入りのペットボト
ル（炭酸飲料のもの、子ども一人追加でペ
ットボトル１本追加）、色マジック（油性）
　申し込みは①～③のいずれも７月１６日
（土）から電話（４７３・７８１１）または直接
まろにえホールへ。　
　詳しくは同ホールへ。
災害ボランティアセンター
公開講座
　東日本大震災で復興支援を行うボランテ
ィアの事例を基に、災害とボランティアに
ついて話します。　※手話通訳あり。
　▼日時　８月４日（木）午前９時半～１１
時半（９時開場）▼会場　市民プラザホール
▼講師　東京ボランティア市民活動センタ
ーの竹内則夫氏、おだがいさま川内センタ
ーの古内伸一氏▼定員　６０人（要予約）▼
参加費　無料◆申し込みは７月１５日（金）
から電話（４７５・０７３９）またはファクス（４７６・
４５４５）で、住所・氏名・電話番号・手話席
の有無を社会福祉協議会ボランティアセン
ターへ
　詳しくは同センターへ。
はじめて聴く、知る　講演会
「成年後見制度って、何なの？」
　高齢者の一人暮らしや二人暮らしが増え
ています。成年後見制度推進機関窓口には、
家族から「高齢になる両親の生活が心配だ」
「理解せず契約を結んでしまった」「認知症
と診断された」など、親御さんへの心配ご
とを相談するケースが増えています。
　成年後見制度は、判断能力が低下し始め
た方などが安心して生活が送れるよう、本
人の財産や権利を守ることを目的としてい

　７月１５日（金）から、防災行政無線
の電波混信による雑音などを防ぐため、
毎日放送している夕焼けチャイムの放
送時間が、次の通り変更になります。　
▼放送月・放送時間　①４月～９月は
午後５時２０分②１０月～３月は午後４時
２０分
　詳しくは同課防災防犯係（内線２２２３）
へ。
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