
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.  4. 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

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（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
知をしています。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へ問い合わせくださ
い。
　【接種期間】２４年３月３１日まで
　詳しくは同課同係へ。
献血にご協力ください
　次の日程で献血を実施しますので、ぜひ、
ご協力をお願いします。なお、本人確認を
実施していますので、本人確認のできるも
のを持参してください。
　▼日時　４月２６日（火）午前１０時～午後
４時（正午～午後１時半を除く）▼会場　
市民プラザホール　　　　　
　詳しくは健康課予防係緯４７７・００３０へ。
４カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　▼日時　４月２１日（木）午後零時半～１
時半受け付け。６カ月未満児でＢＣＧ予防

【 主 な 問 い 合 わせ先】（市内局番は042【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】（市内局番は042））

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　
２２年１２月１日～１２月２３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。
３歳児健康診査
　▼日時　４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　２０年３月２３日～４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。
子ども相談
　▼日時　４月２０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

　人口と世帯　　人口１１４，６２１人（男５６，６５５人　女５７，９６６人）　 世帯数５０，５２０＜平成２３年４月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１，７６９人＜平成２３年４月１日現在＞

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）
　４月１７日＝いくせ医院（新川町１－４－１８緯４７１・２３０４）
　４月２４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）
　４月２９日＝福山内科クリニック（新川町１－９－２２、緯４７０・９１７７）
　【歯科】
　４月１７日・２４日・２９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）
　４月１７日・２９日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）　 　　　　　　　
　４月２４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）

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。
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土土金木水火月日

２２１

９９８７６５４３３

１１６６１５１４１３１２１１１１００

２２３３２２２１２０１９１８１１７７

３３００２２９９２８２７２６２５２２４４

昭和の日（２９日）のごみの収集は
　４月２９日は金曜日の祝日ですが、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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土金木水火月日

７７６５５４４３３２１１

１１４４１３１２１１１０９８８

２２１１２０１９１８１７１６１１５５

２２８８２７２６２５２４２３２２２２

３１３０２２９９

　※接種間隔や市内の指定医療機関な
どの詳細は、４月１５日（金）から市ホ
ームページまたは「広報ひがしくるめ
５月１日号」をご覧ください。

○子宮頸がん予防ワクチン接種

　接種費用の一部自己負担により実施
する予定でしたが、ワクチンの供給不
足が懸念されている
ため、実施を慎重に
見合わせている状況
です。国がワクチン
の供給量の安定化を
図った段階で、実施
する予定となっています。
　今後、ワクチン接種事業を実施する
場合は、市ホームページや広報紙など
でお知らせします。
　詳しくは健康課緯４７７・００２２へ。

「ヒブワクチン」「小児用肺炎球菌ワクチン」
「子宮頸（けい）がん予防ワクチン」の接種
について

○ヒブワクチン・小児用肺炎球菌
ワクチン接種

　４月２０日（水）から、接種費用の１
割自己負担により実施します。
　▼接種期間　４月２０日～２４年３月３１
日▼対象者　生後２か月～５歳未満
（誕生日の２日前まで）▼接種費用の
自己負担額（１人１回当たり）　 ヒブ
ワクチンが９００円、小児用肺炎球菌ワク
チンが１,２００円　※接種対象者うち、生
活保護受給者と中国残留邦人等支援給
付対象者は無料となりますので、接種

の際、受給証明書を医療機関に提出し
てください。▼接種回数　次の通り。
なお、お子さんの月齢や年齢によって、
接種回数は異なります
◆ヒブワクチン
　①生後２か月～７か月未満＝４回②
生後７か月～１２か月未満＝３回③１歳
～５歳未満＝１回
◆小児用肺炎球菌ワクチン
　①生後２か月～７か月未満＝４回②
生後７か月～１２か月未満＝３回③１歳
～２歳未満＝２回④２歳～５歳未満＝
１回
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土金木水火月日

７７６５５４４３３２１１

１１４４１３１２１１１０９８８

２２１１２０１９１８１７１６１１５５
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３１３０２２９９

学び合います。そして自分らしい子育てを
見つける講座です。
　▼日時　５月２６日、６月２日・９日・１６
日・２３日・３０日、いずれも木曜日の午前１０
時～正午▼会場　わくわく健康プラザ１階
プレイルーム▼対象　市内の西部地域（前
沢・南町・滝山・下里・柳窪・弥生）に在
住し、全６回参加できる乳幼児を子育て中
の専業主婦▼定員　１５組　※保育あり（無
料）。◆申し込みは４月１８日（月）午前１０時
から子ども家庭支援センター緯４７１・０９１０
へ
　詳しくは同センターへ。

 
第１２回オープン女子ダブルス卓球
大会
～市卓球連盟主催
　▼日時　６月５日（日）午前９時開場▼
会場　スポーツセンター▼種目　女子ダブ
ルス▼参加費　１組２,０００円▼競技方法　
３組または４組によるリーグ戦後、トーナ
メント戦◆申し込みは５月１９日（木）まで
に（必着）、任意の用紙に住所・氏名・年
齢・電話番号を記入の上、参加費（現金書
留または郵便定額小為替で）を、〒２０３－
８７９９、東久留米郵便局留、山田弘子あて郵
送を。　※電話または当日直接の申し込み
は受け付けていません。申し込み後の参加
費の返金はできません。
　詳しくは同連盟・木村めぐみ緯４７４・８４４８
または平井千民緯４７７・２３００へ。
会長杯ソフトボール大会
～市ソフトボール連盟主催
　▼日時　５月８日（日）午前８時から▼
会場　滝山球場▼参加費　１チーム１万円
（保険料含む。抽選会の際に持参してくだ
さい）▼参加資格　連盟に登録し市内在住・
在勤の方で構成するチーム▼抽選会　４月
３０日（土）午後７時から中央図書館２階で
　申し込みと詳しくは同連盟・赤羽根緯
４７４・７１１０（夜間）へ。
第７６回市民テニス大会
～市テニス連盟主催
　▼種目・日程　①男子ダブルス１・２部、
女子ダブルス１・２部＝５月８日（日）。予
備日は１５日（日）②壮年ダブルス（男子５０
歳以上、女子４０歳以上）＝５月１５日（日）。
予備日なし▼会場　市内各テニスコート▼
参加資格　市内在住・在学・在勤・在テニ
ススクールの高校生以上の方▼参加費　１
ペア２,０００円◆申し込みは４月２１日（木）ま
でに（厳守）、郵便振替（００１９０－２－６３２３６９、
加入者名は「東久留米市テニス連盟」）で、
通信欄に郵便番号・住所・氏名・参加種目、
在学・在勤・在テニススクールの場合は学
校名・勤務先・スクール名を記入の上、参
加費を振り込んでください。また、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。
　詳しくは同連盟・佐々木緯４７３・００７９（夜
間）へ。

　☆オセロ大会＝２０日（水）午後３時半か
ら。小学生。トーナメント戦、当日申し込
み。
　☆幼児のつどい＝２１日（木）午前１０時１５
分～１１時１５分。「はじめまして（オリエンテ
ーション）」。
　☆将棋教室＝２７日（水）午後３時から。
将棋五角探求会による将棋教室。当日受け
付け。小学生。

 
　☆中高生バドミントン大会＝４月１６日
（土）午後５時から。トーナメント戦。中
学・高校生年代。当日受け付け。
　☆ぴよぴよママの会＝２０日（水）午前１０
時から。助産師による体重測定、育児相談
など。
　☆おはなしの日＝２０日（水）午後３時半
から。水曜おはなし会。小学生。当日受け
付け。
　☆幼児のつどい＝２１日（木）午前１０時～
１０時４０分が「うさぎ」。親子遊び。午前１１時
～１１時４５分が「あひる」。作って遊ぼう。４
月生まれ誕生会。
　☆進級進学を祝う会＝２７日（水）午後３
時から。みんなでゲームをしたり、すいと
んを食べてお祝いしよう。小学生。当日受
け付け。

　
 

 
　赤ちゃん連れで遊びに来てください。い
つでも遊べます（月曜～土曜日の午前１０時
～午後４時半）。
　☆わくわく赤ちゃん広場「はいはいの会」
＝４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。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＝４月１９日（火）
午前１０時～正午、子ども家庭支援センター
で。布でオリジナルの手作りおもちゃを作
ります。乳幼児とその保護者。裁縫道具・
はさみ持参。　※保育はありません。♦申し
込みは同センターへ。

 
　☆なかよし広場＝４月１９日が第一小学校、
２６日が第六小学校で。いずれも火曜日の午
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し、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。
西部地域・ＮＰ講座「みんなで考え
よう。自分に合った子育ての仕方」
　ＮＰ講座は「Ｎｏｂｏｄｙ，Ｐｅｒｆｅｃｔ～完璧な
親なんていない！」、そこからスタートする
育児講座です。内容は子どもの発達やしつ
けや安全など、テキストで学び、皆さんで
話し合い、子育てのアイディアをお互いに

（ ）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・０９２０

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１
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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。

 
　☆絵本だいすき＝４月１５日（金）午前１１
時～１１時２０分。絵本の読み聞かせ、手遊び
など。３歳前後の幼児。指導は渡辺和子氏、
中林のり子氏。
　☆アムアムヌーヌー＝１５日・２２日のいず
れも金曜日、午後２時半～４時半。手芸を
楽しもう。小学２年～６年生。
　☆折り紙教室＝１９日（火）午後３時～４
時。折り紙を楽しもう。幼児～中学生。指
導は大泉光子氏。
　☆おはなし会＝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。
　☆幼児のつどい＝２１日（木）午前１０時半
～１１時１５分。歌や体操、オリエンテーショ
ン。２歳児。

 
　☆おはなしタイム＝４月１８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。
　☆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。
　☆ぽかぽかタイム＝２０日（水）午前１０時
半からが零歳児、１１時からが１歳児。わら

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

べ歌遊び。指導は原悠子氏。
　☆囲碁の日＝２０日・２７日のいずれも水曜
日、午後３時から。囲碁に挑戦しよう。小・
中学生。指導は囲碁連盟。
☆幼児のつどい＝２１日（木）午前１０時半か
ら。みんなで鯉のぼりを作ろう。幼児。

 
　☆きらら＝４月１５日（金）午前１０時半か
ら。幼児のつどいの参加シールを作りなが
ら、子育ての情報交換をしましょう。幼児。
　☆トランポリンの
日＝２０日（水）午後２
時から。小・中学生。
跳びやすい服装で。
　☆赤ちゃんとニコ
ニコタイム＝２２日
（金）午前１０時半～１１
時。絵本の読み聞かせやわらべ歌の後、情
報交換をしましょう。零歳児とその保護者。
　☆おはなしの日＝２７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＝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。

 
　☆おはなしの日＝４月１９日・２６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。幼児。
　☆赤ちゃんひろば＝２０日が「自己紹介」
「情報交流」、２７日が「ベビーマッサージ」。
いずれも水曜日午前１０時半から。ベビーマ
ッサージの受け付けは４月２０日（水）午前
９時から。先着２０組。電話可。オイル代２００
円。零歳児とその保護者。

（ ）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
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新聞の契約は慎重に！
Ｑ．昨年９月に今年の４月から６カ月間、
新聞をとる契約をしました。景品がもら
えると言うし、突然家にやって来て、少
し強引だったこともあり契約してしまい
ましたが、高齢で目も悪く、もう読まな
いので解約を申し出たところ、解約でき
ないと言われました。解約できないのは
おかしいと思うのですが。
Ａ．新聞の契約に関しての消費者トラブ
ルは、消費者センターにも多く寄せられ
ます。訪問販売で洗剤やビール券などの
景品がもらえるため、つい先の契約をし
てしまいがちですが、注意が必要です。　
　訪問販売の場合、契約をした日を含め
て８日間は無条件解約（クーリング・オ
フ）ができるので、その期間であれば書
面を通知することで解約できます。クー
リング・オフ期間を過ぎてしまった場合
は、原則として一方的な解約はできない
と考えてください。相談者のように、読
まないからという自己都合で、いつでも

簡単に解約できると思っている消費者も
多いのですが、それは違います。トラブ
ルを避けるためにも、契約時に受け取っ
た契約書（申込書）をしっかりと読み、
きちんと保管しておくことが重要です。
　なお、申し出がない限り、自動で期間
が延長されるような契約の仕方で新聞を
取っている方も多いのですが、その場合
は通知すればいつでも解約できます。ま
た、配達区間外に引っ越す場合、消費者
からの解約申し出があれば、業界の自主
基準で、販売店は応じなければならない
とされています。
○訪問販売で新聞契約する場合の注意点
　▼できるだけ、長期間の契約は結ばな
い（配達開始日が１年以上先の契約は避
ける）。
　▼署名、捺印は勧誘員にまかせず、自
分で行う。
　▼契約書の控えは契約終了まで保管す
る。

≪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

商店街モデル事業が
始まります！

～ふるさと雇用再生特別基金事業～
滝山中央名店会（滝山４丁目）

　市では、東久留米市の特長である「農」と地元
の「商店街」や「消費者」を結び付ける取り組み
を「商店街モデル事業」として２３年度に実施する

ため、公募型プロポーザル方式により事業者を募
集しました。その結果、応募のあった３事業者の
中から商店街振興組合滝山中央名店会が受託者と
して決まりました。
　滝山中央名店会では、この４月から１年間、地
元の野菜を販売するほか、宅配サービスやオリジ
ナル商品の開発、イベント物産展などを展開して
いきます。
　詳しくは産業振興課労政商工係緯４７０・７７４３へ。



以上▼定員　先着２０人▼料金　１,０００円（材
料費込み）◆申し込みは４月１６日（土）か
ら電話で生涯学習センター緯４７３・７８１１へ
○親子ではじめてのお花アレンジメン
ト
　玄関に飾るかわいいドライフラワーのア
レンジメントをつくります。
▼日時　５月１４日（土）午前１０時～正午▼
会場　まろにえホール（生涯学習センター）
和室▼対象　小学生とその保護者（親子で
ご参加ください）▼定員　先着１０組▼料金
　１,０００円（材料費込み）◆申し込みは４月
１６日（土）から電話で生涯学習センター緯
４７３・７８１１へ
○はじめてのお花のリース
　玄関に飾るおしゃれなドライフラワーの
リース（飾り）をつくります。
　▼日時　５月１４日（土）午後２時～４時
▼会場　まろにえホール（生涯学習セン
ター）集会学習室１・２▼対象　大人の女
性限定▼定員　先着２０人▼料金　参加費
１,０００円（材料費込）◆申し込みは４月１６日
（土）から電話で生涯学習センター緯４７３・
７８１１へ。
 

多摩六都科学館

ゴールデンウィーク特別企画展

「ロクト・ロボットパーク２０１１」

　ロボットをテーマにした企画展です。ロ
ボットのデモンストレーションや操作体験、
工作教室を通して、ロボットの仕組みや動
く原理を楽しく学びましょう。
　▼日時　４月２９日（祝）～５月８日（日）
午前１０時～午後５時（入館は終了の１時間
前まで）　 ※５月２日（月）・６日（金）は
休館日です。▼入場料　展示室券大人５００円、
４歳～高校生２００円　※工作には別途材料
費が必要です。◆当日直接会場へ
　詳しくは多摩六都科学館緯４６９・６１００へ。

 
「第１８回東久留米市文化協会春の
祭典２０１１」の開催を中止します
　広報２３年４月１日号でお知らせしました、
４月２３日（土）・２４日（日）に開催予定の
「第１８回東久留米市文化協会春の祭典
２０１１」（ＮＰＯ法人東久留米市文化協会主
催）は、地震の影響により全日程を中止と
させていただきます。
　ご理解とご了承の程、お願いします。
　詳しくは同協会事務局緯４７７・４７００（月
曜～金曜日の午前９時～午後５時）へ。
シルバー人材センター
各種教室のご案内
○補習教室
　▼科目　英語、数学・算数▼対象　小学
４年生～中学３年生▼会場　あゆみの里
（中央町２－２－１９）▼費用　１科目３,０００
円（入会金２,０００円）▼開講日　毎週火曜・
土曜日
○英語教室
　▼対象　小学生～中学生▼会場　あゆみ
の里、シルバー人材センター（下里４－１
－４４）▼費用　３,０００円（このほかに入会金
３,０００円、教材費３,０００円〈年額〉）▼開催日
　毎週月曜～木曜日
○書道教室
　▼対象　①大人②子ども（小学生～中学
生）▼会場　シルバー人材センター▼費用
　①が通常コース＝３,０００円（月２回コース
＝２,０００円）、②が通常コース＝３,６００円（月
２回コース＝２,６００円）。このほかに、①②
のいずれも入会金２,０００円▼開催日　①が

毎週月曜日、②が毎週水曜日
　各教室とも、申し込みと詳しくは東久留
米市シルバー人材センター緯４７５・０７３８へ。
市社会福祉協議会
○お好みのボランティア・イベント情報
を携帯電話へお届けします
　ボランティアの募集やイベント情報を、お
手元の携帯電話に配信します（パソコンも可。
登録無料。ただし、情報料に応じた通信料は
有料）。あらかじめ関心のある分野（高齢者、
子育て、障がい児者、芸術・文化・教育、環
境、国際、災害救援、その他、社会福祉協議
会からのお知らせ）
を登録することで、
外出時などでもお好
みの情報を受け取る
ことができます。
　サービスのご利用
は、社会福祉協議会
ホームページ（ＱＲコード）から「お好みメ
ールサービス」をクリックし、ユーザー名や
アドレス、パスワードを登録してください
（登録後、「認証（本登録確認用）メール」
が届きますので、必ず確認してください）。
　詳しくは同協議会総務係緯４７１・０２９４へ。

 
○地域福祉活動補助金の説明会を
開催します
　歳末たすけあい運動で寄せられた募金
を財源として、ボランティアグループや福
祉団体、ＮＰＯなどによる地域の福祉的課
題への取り組みに対し、その経費の一部を
支援する補助金制度の説明会を行います。
　▼日時　４月２８日（木）午後１時半～２
時４５分がミニデイホーム・子育てサロン活
動、午後３時～４時１５分がボランティアグ
ループ、福祉団体、ＮＰＯ法人などの活動
▼会場　社協会議室（わくわく健康プラザ
２階）▼補助金額　上限１５万円。総事業費
に対する補助率上限は３分の２
　詳しくは同協議会緯４７５・０７３９へ。
○弁護士無料法律相談（第２日曜日実施）
　社会福祉協議会では、無料法律相談を毎
月第２日曜日に実施しています。成年後見
制度・任意後見制度利用、遺言、相続、権
利侵害、その他権利擁護に関することなど
の心配ごとを相談してください。事前予約
制（先着順）につき、希望する方は次の内
容を確認の上、申し込みください。
　▼対象　市内在住で次に該当する方。①
６５歳以上の方 ②知的・精神に障がいのある
方 ③前記①②の親族および関係者など▼
相談日　５月８日（日）午後２時から▼相
談時間　１件４０分・４件▼会場　中央町地
区センター◆申し込みは４月１５日（金）午
前８時半から電話で同協議会地域福祉係緯
４７９・０２９４へ
　詳しくは同係へ。
「東久留米市暮らしの便利帳」の

配布を行っています

　現在、市内の全世帯を対象に「東久留米
市暮らしの便利帳」の配布を行っています。
４月を過ぎても届かない場合は、企画調整
課秘書広報担当緯４７０・７７０８へご連絡くだ
さい。
　詳しくは同担当へ。

 
多摩パブリック法律事務所
創立３周年記念無料法律相談会
　多摩パブリック法律事務所は「市民の法
的駆け込み寺」として、多摩地域の事業者

◆社会福祉協議会
「携帯版」ホームページアドレス
http://www.higashikurume-
shakyo.or.jp/mobile/index.html

ガ イ ド

と市民の皆さんに法的サービスを広く提供
することを目的に、立川に設立された公設
法律事務所です。
　この度、創立３周年を記念して、弁護士
による無料法律相談会を行います。不動産
相談、相続、離婚、成年後見、事業者向け
法務、労働問題、債務整理など、気軽にご
相談ください。
　▼日時　５月１４日（土）午前１０時～午後
３時（１人３０分程度）▼会場　東村山市市
民ステーション「サンパルネ」（西武新宿線
東村山駅西口から徒歩１分）▼定員　先着
２４人◆申し込みと詳しくは４月２５日（月）
から午前９時半～午後７時（土曜・日曜日、
祝日は除く）に電話で同事務所緯０４２・５４８・
２４５０へ
自衛官を募集します
○一般・技術幹部候補生
　▼資格　２４年４月１日現在、２２歳以上２６
歳未満で大学卒業程度の学力を有する方
（卒業見込みを含む）
○歯科幹部候補生
　▼資格　２４年４月１日現在、２０歳以上３０
歳未満で、大学において正規の歯学課程を
修めて卒業した方（卒業見込みを含む）
○薬剤科幹部候補生
　▼資格　２４年４月１日現在、２０歳以上２８
歳未満で、大学において正規の薬学課程を
修めて卒業した方（卒業見込みを含む）
○一般曹候補生
　▼資格　２４年４月１日現在、１８歳以上２７
歳未満の方
《共通事項》
　▼受付期間　５月６日（金）まで▼試験
期日　募集種目により異なります　
　資料請求・試験期日など詳しくは国分寺
募集案内所緯０４２・３２４・１０１０へ。
借金の返済でお悩みの方へ

　一人で悩まず、お電話ください。個人の
秘密は堅く守ります。
　相談など、詳しくは関東財務局東京財務
事務所多重債務相談窓口緯０３・５８４２・７４７５
（平日午前９時～正午、午後１時～５時）
へ。

23.  4.  15

市民ハイキング「大菩薩嶺　百名
山より富士山を展望」
～市山岳連盟主催
　▼日時　５月１５日（日）午前５時１０分集
合（雨天中止の場合は、前日午後６時ごろ
までに連絡）▼集合場所　東久留米駅２階
改札口前▼行き先　中央線沿線「大菩薩嶺」
（２０５７斡）▼コース　東久留米→（電車）
→甲斐大和→（バス）→上日川峠→大菩薩
嶺→大菩薩峠→上日川峠→（バス）→甲斐
大和→（電車）→東久留米▼歩行時間　約
３時間半▼対象　中学生以上の方▼持ち物
　山道に適した底の厚い靴、弁当、飲み物、
雨具、帽子ほか▼参加費８００円（保険料含む）
および交通費実費（約５,０００円）◆申し込み
と詳しくは月曜日を除く４月１７日（日）～
２８日（木）に岩田緯４７６・１０２８（午後７時
～８時）へ。
春季市民バドミントン大会
～市バドミントン連盟主催
　▼日時　５月５日（祝）午前９時半から
▼会場　スポーツセンター▼対象　市内在
住・在勤・在学で高校生以上の方▼種目　
個人ダブルス（男女別１・２・３部）▼参
加費　１チーム２,４００円◆申し込みは４月
２７日（水）までに（必着）、はがきに２人の
住所・氏名・電話番号・種目を記入の上、
〒２０３－００５１、小山５－５－９、福田行高
あて郵送を
　詳しくは同連盟・森嶋緯４５９・０７７０へ。
初心者和弓教室
　日本に古くから伝えられる武道の和弓を
通して、礼儀作法を学んでみませんか。
　▼日時　全６回。６月１日（水）・４日
（土）・８日（水）・１１日（土）・１５日（水）・
１８日（土）のいずれも午後７時～９時▼対
象　市内在住・在勤・在学の１８歳以上で、
全６回参加できる方▼参加費　２,５２０円（保
険料、施設使用料含む）
◆申し込みは５月６日
（金）までに（必着）、
往復はがきに「初心者
和弓教室参加希望」と
明記して、住所・氏名・
年齢・電話番号、在勤・
在学の場合は勤務先・学校名を記入の上（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
　詳しくは同事務局緯４７０・２７２２へ。

 
家庭教育講座
「父子で作る地場野菜料理PART１」
　地元で採れた野菜を使って、親子で料理
をしてみませんか。
　▼日時　５月１５日（日）午前１０時～午後
１時半▼会場　まろにえホール（生涯学習
センター）料理室▼講師　白山サチ氏▼対
象　市内在住・在学の小学生とそのお父さ
ん▼定員　先着１０組▼費用　１家族１,０００
円（１人５００円）▼持ち物　エプロン・三角
きん・ハンドタオル◆申込みは４月１８日
（月）午前９時から電話でＮＰＯ法人東久
留米市文化協会緯４７７・４７００（受け付けは
平日午前９時～午後５時）へ
　詳しくは同協会へ。
生涯学習センター講座
春のふんわりシリーズ
○はじめての羊毛マスコット
　羊毛フェルトをチクチク刺してかわいい
マスコット“ひよこパフェ”をつくる講座
です。
　▼日時　５月１５日（日）午後１時～３時
▼会場　まろにえホール（生涯学習センタ
ー）集会学習室１・２▼対象　小学４年生


