
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

　３期＝中学１年生に相当する年齢の方
（１０年４月２日～１１年４月１日の出生者）
に個別に通知しますので、２４年３月３１日ま
でに１回接種してください。
　４期＝高校３年生に相当する年齢の方
（５年４月２日～６年４月１日の出生者）
に個別に通知しますので、２４年３月３１日ま
でに１回接種してください。
　※３期・４期については、２０年４月より
追加となりました。２４年度までの実施です。
なお、過去に麻しん（はしか）、風しんにか
かったことがある方は、かかっていないほ
うのワクチンまたは麻しん・風しん混合の
ワクチンの接種になります。麻しんと風し
んの両方かかったことがある方は接種不要
です。
★二種混合（６年生ジフテリア・破傷風）
　小学６年生（１１年４月２日～１２年４月１
日の出生者）に個別に通知しますので、１３
歳の誕生日の２日前までに１回接種してく
ださい。１１歳～１３歳の誕生日２日前まで、
未接種の方も接種できます。　

23.  4.  1

○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

２３年度予防接種
　予防接種は、乳幼児期から免疫を付け、
死亡率の高い感染症からお子さんを守るた
めに行われます。通知が届きましたら、体
調の良い日を選んで接種を受けてください。
接種には市が指定する日時・場所で受ける

【 主 な 問い合わせ先【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】】

集団接種（ポリオ・ＢＣＧ接種）と各自で
市が指定する医療機関（下表参照）で受け
る個別接種（次の４種類）があります。
　いずれの予防接種も、対象年齢期間の費
用は無料。持ち物は母子健康手帳・予診票
です。
　詳しくは健康課予防係緯４７７・００３０へ。
★三種混合（百日ぜき・ジフテリア・破傷
風）
　１期（初回）＝生後３カ月目に個別に通

知しますので、２０日～５６日間の間隔を空け
て３回接種してください（生後３カ月～１２
カ月が標準）。　※２０日～５６日以外の間隔の
場合、任意接種の取り扱いとなります。た
だし、７歳６カ月になる２日前までの接種
費用は、公費負担（無料）です。
　１期（追加）＝１期初回の３回目終了後、
１年経過してから７歳６カ月になる２日前
までの間に、１回接種してください（初回
接種終了後１年～１年６カ月が標準）。
★麻しん・風しん混合
　１期＝生後１２カ月目に個別に通知します
ので、２歳の誕生日の２日前までに１回接
種してください。
　２期＝５歳～
７歳未満で小学
校就学前１年間
にある方（１７年４
月２日～１８年４
月１日の出生者）
に個別に通知し
ますので、２４年３
月３１日までに１
回接種してくだ
さい。

　〈今月の月間・週間案内〉　 　河川美化月間、インテリア月間、春の新聞週間（６日～１２日）、郵便週間（２０日～２６日）、ガッツポーズの日（１１日）、植物学の日（２４日）

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３日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　４月１０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】
　４月３日・１０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３日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　４月１０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。

4
土土金木水火月日

２２１

９９８７６５４３３

１１６６１５１４１３１２１１１１００

２２３３２２２１２０１９１８１１７７

３３００２２９９２８２７２６２５２２４４

　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。

5
土金木水火月日

７７６５５４４３３２１１

１１４４１３１２１１１０９８８

２２１１２０１９１８１７１６１１５５

２２８８２７２６２５２４２３２２２２

３１３０２２９９

※実施種目の○印は各医療機関が取り扱う予防接種を表示しています。△印は麻しん風しん
混合第３期・第４期のみの取り扱いとなります。

予防接種（個別接種） 実施医療機関

実施種目

電話番号
（局番は０４２）

所　在　地医　療　機　関　名 日本
脳炎

二種
混合

麻しん・
風しん、
麻しん風
しん混合

三種
混合

○○○○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

○○○４７１・０２１６大門町２－６－２有地内科・胃腸科・外科
○○○○４７１・０１３０東本町４－３細井医院

△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
○○○○４７０・９１７７新川町１－９－２２福山内科クリニック
○○○○４７１・２３０４新川町１－４－１８いくせ医院

○○○４２１・８１３８浅間町２－２６－１９尾崎医院
○○○４７１・００５６本町１－２－３小笠原医院

○○○○４７９・７３００本町３－１－２３大塚小児科アレルギー科クリニック
○○○○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
○○○○４７０・７６７６幸町５－７－１さいわい町診療所

△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
○○○○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
○○○○４６０・８５０２南沢５－１８－５０鈴木クリニック

○○○４６１・２９６７南沢４－３－２鹿島医院
○○○○４６０・０５３１南町１－６－１１尾町内科クリニック
○○○○４７３・７３５５下里７－６－２大波外科胃腸科内科小児科
○○○○４７３・１１１７滝山７－３－１７長生医院



4
土金木水火月日

２２１

９９８７６５４３３

１１６６１５１４１３１２１１１１００

２２３３２２２１２０１９１８１１７７

３３００２２９９２８２７２６２５２２４４

5
土金木水火月日

７７６５５４４３３２１１

１１４４１３１２１１１０９８８

２２１１２０１９１８１７１６１１５５

２２８８２７２６２５２４２３２２２２

３１３０２２９９

（木）午後２時半から。みんなで入学・進
級をお祝いして、すいとんを食べよう。小・
中学生。おわん、はしを持参。
　☆おはなし会＝１１日（月）午後３時から。
素話、絵本の読み聞かせなど。小学生。　
　☆おはなしの日＝１２日（火）午前１１時か
ら。手遊び、絵本。乳幼児とその保護者。
　☆赤ちゃんひろば＝１３日（水）午前１０時
から。楽しく交流しませんか。零歳児とそ
の保護者。助産師による体重測定、育児相
談を行います。
　☆幼児のつどい＝１４日（木）午前１０時半
～１１時半。オリエンテーション、登録・出
席カード作り、体操など。３・４歳児とそ
の保護者。
　
 
　☆工作の日＝４月２日（土）。和風ストラ
ップを作ろう。小学生。
　☆すくすく広場＝６日（水）午前１０時半
～１１時半。歯科衛生士による赤ちゃんのお
口のケア。歯が生え始めくらい～３歳児と
その保護者。先着１５組。申し込み受け付け
中。
　☆おはなしわらべうた＝１１日（月）午前
１１時から。紙芝居、絵本、親子でわらべ歌。
乳幼児とその保護者。今年度も第２・第４
月曜日の定例行事になります。
　☆卓球大会＝１３日（水）午後３時半から。
トーナメント戦。小学３年生以上。先着１６
人。　※４月６日（水）から受け付け。電話
申し込み不可。
　☆幼児のつどい＝１４日（木）午前１０時か
らがうさぎ（満１歳・２歳の幼児）、１１時か
らがあひる（満３歳・４歳の幼児）。参加手
続きの仕方、体操、歌など。

 

 
　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＝「ねんねの会」
が４月６日（水）。６カ月未満児とその保護
者。午前１０時～１１時半。子ども家庭支援セ
ンターで。バスタオル持参。当日直接会場
へ。　※兄姉の保育あり（先着３人、予約制）。
　☆手作り布おもちゃの会＝５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
もちゃ作り。乳幼
児の保護者。裁縫
箱、はさみ持参。　
※保育はありませ
ん。◆申し込みは
同センターへ
　☆１０小なかよし広場＝１５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。地域のボランティアと一緒
に遊びましょう。おもちゃがあります。ス
リッパ持参。当日直接会場へ徒歩か自転車
で来場を。

（ ）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

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。

 

　☆おはなし会＝４月５日・１２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。
　☆将棋教室＝９日（土）午前１０時～１１時
５０分。初めての方もどうぞ。小・中学生。
指導は中井孝雄氏。
　☆オセロ大会＝１３日（水）午後３時半か
ら（３時１５分集合）。トーナメント戦。小学
生。
　☆幼児のつどい＝１４日（木）午前１０半か
ら。歌や体操、オリエンテーション。３・
４歳児。
　☆入学・進級おめでとう（わいわいスト
リート）＝　２０日（水）午後３時～４時半。
遊びのコーナー、スライム、クレープなど。
４歳児～小学生、１５０人。　※６日（水）午
前９時から参加整理券を配布します。
 

　☆桜まつり＝４月２日（土）午前１１時半
～午後１時。みんなでお花見を楽しみまし
ょう。幼児～中学生、１００人。おにぎり、飲
み物、おわん、はしを持参。　※２日（土）
午後２時までは準備・片づけのため閉館し
ます（２時から開館）。
　☆入学・進級お祝い会＝１３日（水）午後
３時半～４時半。みんなでお祝いをしよう。
小・中学生。新１年生大歓迎。
　☆交通安全・防犯指導の日＝１３日（水）
午後４時半～４時５０分。交通安全や防犯に
ついての話をします。小・中学生。
　☆ハッピータイム＝１３日（水）午前１０時
半～１１時半。ベビーマッサージ。ハイハイ
前の零歳児。講師は小山那智氏。申し込み
受け付け中。
　☆幼児のつどい＝１４日（木）午前１０時半
～１１時半。体操・手遊び・オリエンテーシ
ョン。幼児。
 

　☆工作の日＝４月８日（金）午後２時か
らと９日（土）午後１時半から。ホイル絵
を作ろう。小・中学生。
　☆おはなしの日＝１３日（水）午前１１時～
１１時半。手遊びと絵本の読み聞かせ。幼児。
　☆交通安全・防犯教育の日＝１３日（水）
午後４時から。交通安全や防犯の話をしま
す。小・中学生。
　☆幼児のつどい＝１４日（木）が「はじめ
まして」（参加手続き）、２１日（木）が「み
んなで遊ぼう」。いずれも午前１０時半～１１時
半。幼児。
　☆きらら＝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ます。幼
児。
 

　☆入学・進級おめでとう会＝４月７日

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

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

23.  4.  1

２３年度予防接種（続き）
★日本脳炎
　１期＝３歳児健康診査の通知に同封しま
すので、６日～２８日間の間隔を空けて２回
接種してください。　※６日～２８日以外の
間隔の場合、任意接種の取り扱いとなりま
す。ただし７歳６カ月になる２日前までの
接種費用は公費負担（無料）です。
　１期（追加）＝１期初回の２回目終了後、
１年経過してから７歳６カ月になる２日前
までの間に、１回接種してください（初回
接種終了後、約１年後が標準）。１期の３回
接種が完了していない９歳～１３歳の誕生日
の２日前までの方は、未接種分を接種でき
るようになりました。この経過措置は国の
方針により随時変更もありますので、詳し
くは健康課に問い合わせください。
　２期＝９歳～１３歳の誕生日の２日前まで
の方で、１期の３回接種が完了している方
は接種できます。予診票は健康課または市
内の実施医療機関で発行しています。
≪接種を受ける方へ≫
　①対象者で未接種の方や通知が届かない
方は、健康課予防係緯４７７・００３０、または
実施医療機関へ問い合わせください②個別
接種も保護者同伴となります。保護者が同
伴できない場合は委任状が必要です
　詳しくは同係へ。
春の胃がん検診
　▼日程　５月１６日（月）・１７日（火）・２４
日（火）・２５日（水）・２７日（金）・３０（月）
・３１日（火）、６月１日（水）・３日（金）・
６日（月）・７日（火）・１０日（金）・１３日
（月）・１４日（火）のいずれも午前中▼対象
　市内在住で２４年３月末までに４０歳以上と
なる方。ただし次の方はご遠慮ください。
①過去に胃・十二指腸・肺の手術を受けた
ことがある方②最近６カ月以内に胃の検査
を受けて異常があると言われた方。または
現在治療中の方。なお、朝必ず飲まなけれ
ばならない薬がある方は事前にご相談くだ
さい▼会場　わくわく健康プラザ▼定員　
各日５０人▼検診内容　問診と胃部レントゲ
ン検査（バリウム）▼費用　５００円（生活保
護受給者・中国残留邦人等支援給付対象者
は無料。ただし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）◆
申し込みは４月１０日（日）までに（消印有
効）、一人１枚の往復はがきに（封筒も可、
ただし切手を張った返信分も必要）①「胃

がん検診希望」
②住所③氏名
（ふりがな）④
生年月日⑤年齢
⑥性別⑦電話番
号⑧第１～第３
希望日（いずれ
の日でもよい場
合はその旨）を
記入の上（返信
面に住所・氏名
を書いて）、〒

２０３－００３３、滝山４－３－１４、わくわく健
康プラザ内、健康課特定健診係あてに郵送
してください。　※４月１日（金）からは電

子申請でも受け付けます。なお、希望する
日の申込者が多数の場合は、受診できない
場合もありますので、ご了承ください。例
年、最初の４日間に応募が集中する傾向に
あります。
　詳しくは同係緯４７７・００１３へ。
１歳６カ月児健康診査
　▼日時　４月７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９月１日～９月１８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　４月１４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１日～３月２２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　４月１３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３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。
子ども相談
　▼日時　４月１２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
育児相談
　▼日時　４月１５日（金）午前９時半～午
後２時▼会場　わくわく健康プラザ▼内容
　育児の相談・体重測定▼対象　乳幼児と
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
はじめてのはみがきレッスン
“歯っぴーベイビー”
　▼日時　４月１９日（火）午後１時～２時
半▼会場　わくわく健康プラザ▼内容　赤
ちゃんの歯の手入れ方法や始め方、むし歯
予防について▼対象　満８カ月～１０カ月児
とその保護者▼定員　先着１５組◆申し込み
と詳しくは４月１日（金）から電話で健康
課保健サービス係緯４７７・００２２へ
らくらく離乳食
　▼日時　４月２６日（火）午後１時半～３
時半▼会場　わくわく健康プラザ▼対象　
生後６カ月～１２カ月児の保護者▼内容　調
理実習▼定員　先着２０人。対象児の保育あ
り▼持ち物　エプロン、三角きん、ふきん
２枚、台ふきん、保育に必要なもの◆申し
込みと詳しくは４月１日（金）から電話で
健康課保健サービス係緯４７７・００２２へ
食事相談・健康相談
　▼日時　４月１９日（火）午前９時半～１１
時半▼会場　わくわく健康プラザ▼内容　
血糖・コレステロール・中性脂肪・血圧・
その他、乳幼児～高齢者の食事や健康に関
する個別相談。体組成（体脂肪率や筋肉率
など）の測定◆申し込みと詳しくは電話で

　市の行政サービスや市役所で行う手続き、各公共施設などのご案内、
毎日の生活に役立つ情報について掲載した「東久留米市暮らしの便利
帳」を作成しました。現在、市内の全世帯に配布を行っています。ぜ
ひ、ご活用ください。
　なお、４月２６日（火）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。

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮らららららららららららららららららららららしししししししししししししししししししししののののののののののののののののののののの便便便便便便便便便便便便便便便便便便便便便利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳「東久留米市暮らしの便利帳」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
ををををををををををををををををををををを全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配布布布布布布布布布布布布布布布布布布布布布しししししししししししししししししししししててててててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままままままままままを全戸配布していますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

４月１日（金）から
夕焼けチャイムの
放送時間が
午後４時半から
５時半に変わります
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　月曜～金曜日の午前９時半～午後４時ま
で、いつでも遊べます。子育て相談も気軽
にご利用ください。
　☆上の原 赤ちゃん広場＝４月７日（木）
午前１０時～１１時、センター上の原乳児室で。
ママ友達を作りましょう。たくさんおしゃ
べりをしてストレス解消しましょう。スタ
ッフが体重測定や育児相談を受けます。零
歳児とその保護者。バスタオル持参。当日
直接会場へ
　☆ちびっこ育児講座＝１４日（木）午前１０
時～１１時半。センター上の原で。１・２歳
児の遊び・生活・しつけなど、子育ての悩
みをテーマに話し合います。ひとりで悩ま
ず一緒に考えましょう。１・２歳児とその
保護者。先着１０組（要予約）。保育あり。申
し込みは４月４日（月）から同センターへ。

 
ジョイフルスローピッチソフトボ
ール教室
　タッチプレーがなく、ホームベースが打
者用・ランナー用に２つあり、柔らかく大
きいボールを使用して危険性を極力減らし、
楽しさを追求したソフトボールの教室です。
　▼日時　３回コース。５月６日・１３日・
２０日のいずれも金曜日、午後１時半～３時
半。予備日は５月２７日（金）▼会場　南町
運動広場（南町一丁目）▼参加費　５００円
（保険料など）▼対象　市内在住・在勤で
健康な方（年齢性別不問）▼募集人数　３０
人（応募者多数の場合は抽選）▼持ち物・
服装　運動しやすい服装・靴で。道具のあ
る方は持参を（野球用グローブ可）◆申し
込みは４月１５日（金）までに（必着）、往復
はがきに「ジョイフルソフトボール教室参
加希望」、住所、氏名、年齢、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、体育協会事務局あて郵送を
　詳しくは同協会事務局緯４７０・２７２２へ。
春季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　５月８日（日）・２１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・在学・
在勤の１８歳以上の方で編成したチーム（高
校生不可）▼参加費　１チーム登録費３，０００
円、参加費５,０００円▼抽選会　４月１６日（土）
午後６時～８時にスポーツセンター３階で
実施◆申し込みと詳しくは同連盟事務局・
貫井清三緯４７４・１１１１へ
ニュースポーツデー
～体育指導委員会　
　▼日時　４月９日（土）午前１０時～午後
４時▼会場　スポーツセンター▼種目　ミ
ニテニス、ネオテニス、ソフトバレーボー
ル、ユニカール、ラージボール卓球、スカ
ットボール▼費用　１００円（何種目でも可）
▼持ち物　上履き◆当日直接会場へ
　詳しくは生涯学習課スポーツ振興係緯
４７０・７７８４へ。

 
新生活のサポートは図書館で
　新たに市民になった方には東久留米市の
情報を、新１年生には楽しい本を、新社会
人にはビジネス書を、図書館は皆さんに役
立つ本棚です。調べ方案内第２号「気にな
る病気を調べる」も配布中です。どうぞご
利用ください。
　詳しくは中央図書館緯４７５・４６４６へ。

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

よもう！あそぼう！かがくの本
テーマ「マーブリングのひみつ」
　▼日時　４月１０日（日）午前１０時～１１時
▼会場　東部地域センター講習室（駐車場
はありません）▼入場料　無料◆当日直接
会場へ
○ボランティアを募集しています
　「よもう！あそぼう！かがくの本」をお手
伝いしてくださるボランティアを募集して
います。中学・高校生年代の方も歓迎です。
お子さんと一緒に、お父さん・お母さんも
ご一緒にどうぞ。
　詳しくは東部図書館緯４７０・８０２２へ。
４月の図書館休館日
　４月の図書館の休館日は中央・滝山・ひ
ばりが丘・東部の各館とも、１日（金）、８
日（金）、１５日（金）、１９日（火）、２２日（金）、
２９日（金）です。祝日が金曜日の場合は休
館となります。
　詳しくは中央図書館緯４７５・４６４６へ。

 
あなたの意志を伝える「パープルリ
ボン・パッチワークキルトづくり」
～男女平等推進センター主催
　パープルリボンをモチーフにしたパッチ
ワークキルト作りの基本を学びます。パー
プルリボンは、配偶者暴力、ストーカー、
セクシュアル・ハラスメントなど、女性に
対する暴力防止の意志を伝えます。
　▼日時　４月２１日（木）午前１０時～正午
と２８日（木）午後零時半～２時半の２回▼
会場　男女平等推進センター会議室▼講師
　キルトサークル「わがままな奥様」▼定
員　先着１６人　※２歳～未就学児の保育あ

り。４月４日（月）～１４日（木）までに要
予約。▼持ち物　キルト糸（生成り）・しつ
け糸・洋裁道具▼参加費
　約５００円（材料費）◆申
し込みは４月４日（月）
～１８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、電話または直
接同センター緯４７２・００６１へ（火曜日休館）
　詳しくは同センターへ。
シルバー人材センター会員募集
～あなたの知識・技能・経験を活かしませ
んか～
　働くことで健康を維持し、喜びを味わい、
仲間を作ってみませんか。まずは入会説明
会にご来場ください。
　▼資格　おおむね６０歳以上の健康で働く
意欲のある方▼入会説明会　４月２０日（水）
午後１時半から２時間程度、同センター（下
里四丁目）２階会議室で実施　※毎月開催
しています。▼持ち物　年度会費２,０００円、
顔写真（４尺×３尺）１枚、筆記用具、郵
便貯金通帳、認め印。
　詳しくは同センター緯４７５・０７３８へ。
市社会福祉協議会
２３年度「ボランティア保険」加入手続
きのご案内
　「ボランティア保険」は、ボランティア活
動中の「傷害保険」と「賠償責任保険」を
セットにした保険です。社会福祉協議会ま
たは中央町地区センターで手続きができま
す。２２年度に加入したボランティア保険は、
２２年３月３１日にて補償期間が終了しました。
そのほか、市民活動団体が主催する「行事
保険」などもあります。
　詳しくは同協議会ボランティアセンター
緯４７５・０７３９へ。

 
薬湯の日をご利用ください
４月３日（日）は“ヨモギの湯”
　市浴場組合では、毎月「薬湯の日」とし
て、公衆浴場の入浴サービスを行います。
小学生以下は無料です。
　▼薬湯名・実施日程　下表のとおり▼実
施浴場・実施時間　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

　詳しくは産業振興課労政商工係緯４７０・
７７４３へ。

 
公立昭和病院
「第４回市民公開講座」
　今回のテーマは、看護師による闘病中の
患者さん・ご家族に向けた日々の生活に役
立つポイントの紹介、「緩和ケア」について
お話しします。気軽にご参加ください。
　▼日時　４月１６日（土）午後２時～３時
半▼会場　公立昭和病院内講堂
　詳しくは同病院医事課医事係緯４６１・
００５２（内線２１７０）へ。

ガ イ ド

23.  4.  1

東東東東東東東東東東東東東東東東北北北北北北北北北北北北北北北北地地地地地地地地地地地地地地地地方方方方方方方方方方方方方方方方太太太太太太太太太太太太太太太太平平平平平平平平平平平平平平平平洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖沖地地地地地地地地地地地地地地地地震震震震震震震震震震震震震震震震にににににににににににににににに伴伴伴伴伴伴伴伴伴伴伴伴伴伴伴伴うううううううううううううううう災災災災災災災災災災災災災災災災害害害害害害害害害害害害害害害害関関関関関関関関関関関関関関関関連連連連連連連連連連連連連連連連情情情情情情情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報報報報報報報ののののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案案案案案案東北地方太平洋沖地震に伴う災害関連情報のご案内内内内内内内内内内内内内内内内内

薬　湯　名実　施　日
ヨ モ ギ の 湯４月３日（日）

菖蒲（しょうぶ）湯５月５日（祝）
子どもの日

枇 杷 の 葉 湯６月５日（日）
桃 の 葉 湯７月３日（日）
ハ ッ カ の 湯８月７日（日）

ス ギ ナ の 腰 湯９月１９日（祝）
敬老の日

○計画停電について
　東久留米市は「第１グループ（Ｃ）」「第
３グループ（Ｂ）」に一部地域が該当します
が、当面、市内すべての地域が計画停電の
対象外となっています。
　ただし、今後電力需給がひっ迫した場合、
変更になることがあります。
　市民の皆さんにおかれましては、引き続
き節電にご協力ください。
　※東京電力管内の電気事情により、停電
エリアが変更になる場合もあります。
　※計画停電の開始・終了時間は、多少前
後する可能性があります。 
　詳しくは東京電力計画停電ご案内専用ダ
イヤル☎０１２０・９２５・４３３または東京電力お
客様センター☎０１２０・９９５・６６２へ。
○ガス機器の使用に関する注意点
　ガス機器の中には、１００ボルト電源などを
使用している機器もあることから、停電に
よりご使用いただけない機器があります。
　（例）ガス風呂給湯器、ガスコンロ・ガス
ファンヒーターなど
　計画停電中は、換気扇が作動しない場合
や、夜間はガス機器がよく見えず操作を誤
る場合などがありますので、使用について
は十分ご注意ください。やむを得ず使用す
る場合は、必ず換気が確保されるようにし
てください。小型給湯機や暖房機器、業務
用機器を使用する場合は、特にご注意くだ
さい。 
　詳しくは東京ガスお客さまセンター☎
０５７０・００２２１１または☎０４２・４６３・０１１１へ。
○生活排水の減量にご協力を
　住宅や事業所から排水される下水の処理

には、大量の電力が必要とされます。計画
停電が実施された場合に備え、節水のご協
力をお願いします。計画停電が実施された
場合、汚水の排水量を減らさなくてはポン
プ施設の箇所で汚水があふれるおそれがあ
ります。極力、台所やお風呂などの生活排
水を減らしていただくよう、お願いします。
○水道の断水、減水および濁水の
可能性について
　東京電力の計画停電が行われた場合、市
内の一部の地域において、水道の断水や減
水、濁水が発生する場合があります。
　濁水は、水圧や水の流れの方向が急激に
変化することにより発生するもので、計画
停電地域内外で発生し、長期間に及ぶ可能
性があります。
　事前に飲み水の汲み置きなどを行うとと
もに、節水にご協力いただきますよう、お
願いします。
　詳しくは都水道局多摩お客さまセンター
☎０５７０・０９１１００または☎０４２・５４８・５１１０へ。
○放射線量の測定について
　都では、新宿区内で環境中の放射線量を
１時間ごとに測定し、公表しています。都
健康安全研究センターのホームページ「都
内の環境放射線測定結果」をご覧ください。
○市役所の業務などについて
　電力の需給状況に対応するため、市では
省エネ・節電の一層の徹底に努めています。
　市役所本庁舎および市民プラザ、屋内ひ
ろばは庁舎の安全管理上の点から、当分の
間、午後５時半に閉館します。また、土曜・
日曜日、祝日は休館します。
　※ただし、東京都知事選挙、市議会議員

選挙の期日前投票においでの方は、正面入
口からお入りください。
　※ほかの公共施設でも利用時間や事業に
変更がでている施設があります。詳しくは
各施設にお問い合わせください。
○義援金の募集について
　東京都市長会では、今回の東北地方太平
洋沖地震で被災された皆さまに義援金（目
標額８億円）を送る
ことを決定しました。
現在、下記の場所に
募金箱を設置してい
ます。市民の皆さま
からの温かいご支援
をお願いします。
　皆さまからお預か
りした義援金は、日
本赤十字社を通じて、
被災地の各市町村に
お届けします。
　【募金箱設置場所】市役所本庁舎＝総合案
内・福祉総務課・市民課（市役所１階）、生
活文化課・防災防犯課（市役所２階）、職員
課（市役所４階）、上の原・ひばりが丘・滝
山の各連絡所、東部・南部・西部の各地域
センター、浅間町・野火止・八幡町・南町・
中央町の各地区センター、わくわく健康プ
ラザ、東部・中部・西部の各地域包括支援
センター、生涯学習センター、スポーツセ
ンター、中央・ひばりが丘・滝山・東部の
各図書館
　※各自治会にもお願いしています。
　詳しくは福祉総務課☎４７０・７７４１へ。


