
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

４カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種

　▼日時　３月２４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
　２２年１１月６日～１１月３０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。

23.  3.  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

飼い犬の登録と狂犬病予防注射

　生後９１日以上の飼い犬は、飼った日から
３０日以内に登録を行い、年１回の狂犬病予
防注射を受けることになります。また、会
場では当日、注射済票の交付のほか、新規
登録・死亡の手続き・鑑札の再交付もでき
ます。
　▼日程・会場　表１の通り　※雨天など
で中止の場合は、各会場の開始１５分前に判
断し、各会場掲示にてお知らせします▼費
用　新規登録３，０００円▽鑑札再交付１，６００
円▽予防注射３，０００円▽注射済票交付５５０円
▼持ち物　飼い犬の注射済票交付申請書
（黄色はがき）▼ご注意　表１の会場での
集合注射は、市内在住の方の飼い犬が対象
です。雨天などで中止の場合や集団接種日
に都合の悪い場合は、市獣医師会に加入し
ている動物病院（表２参照）で、新規登録、
鑑札再交付、予防注射と注射済票の交付を
受けることができます▼お願い　①会場
には、たくさんの犬が集まるため、犬が興
奮することがあります。犬の性格や健康状
態を把握していて、犬をしっかり抑えられ
る人が連れて来てください②首輪や胴輪が

【 主 な 問い合わせ先【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】】

ゆるすぎたり、引き綱（リード）から離れ
て犬が脱走したりして、他の犬などに噛
（か）みついたりしないよう注意してくだ
さい。長く伸びるリール式リードはストッ
パーをきちんとかけてください③異常のあ
る犬、妊娠中の犬、予防注射後に異常ので
たことのある犬は、注射前に獣医師に申し
出てください④犬のふんを始末する袋など
を用意し、飼い主が責任をもって持ち帰っ

てください
　詳しくは健康課予防係緯４７７・００３０へ。
第５ ２回市民のための医療講座

「不眠症」～受診のタイミング～

　▼日時　３月２６日（土）午後２時～４時
▼会場　市役所７階７０１会議室▼講師　杏
林大学精神神経科准教授の中島亨氏▼司
会　東久留米市薬剤師会会長の平沼一郎氏
▼入場料　無料▼定員　先着１５０人◆当日
直接会場へ
　詳しくは予防係緯４７７・００３０へ。

　人口と世帯　　人口１１４,７１５人（男５６,７０８人　女５８,００７人）　 世帯数５０,４９９＜平成23年３月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１,７７２人＜平成23年３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）
　３月２０日＝福山内科クリニック（新川町１－９－２２、緯４７０・９１７７）
　３月２１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）
　３月２７日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　【歯科】
　３月２０日・２１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）
　３月２０日・２７日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）　 　　　　　　　
　３月２１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。
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春分の日（２１日）のごみの収集は

　３月２１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。

表１　飼い犬の登録および狂犬病予防注射日程

時間所在地会場日程

午前９時半～１０時２０分滝山４－３－１４わくわく健康プラザ駐車場

４月４日
（月） 午前１１時～１１時４０分東本町９－１３北多摩北部建設事務所

（成美教育文化会館隣り）

午後１時２０分～２時大門町２－１４－３７スポーツセンター駐車場

午前１０時半～１１時半中央町２－６－２３生涯学習センター駐車場
４月５日
（火）

午後１時１５分～２時１５分滝山７－２４白山公園（第七小学校側）

表２　注射、済票交付、新規登録
　　　ができる動物病院

電話番号所在地病院名

４７１・００３１中央町
４－８－１０

い そ べ
動 物 病 院

４５３・８１１１中央町
２－６－５０

か ざ ま
動 物 病 院

４７４・０５３３東本町４－９田 中
動 物 病 院

４７３・７０７８中央町
１－１－４９

ト オ ヤ
動 物 病 院

４７１・６３０６中央町
１－３－１

山 村
獣 医 科

４７７・３４４３八幡町
３－３－１２

く る め
動 物 病 院

４７５・５５６２下里
５－９－１５

ど ん ぐ り
動 物 病 院

便利帳の表紙

３月下旬から全戸配布を行います
　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」（Ａ４判１５２ページ、カ
ラー刷り）を作成し、３月下旬から全戸配布を行います。
ぜひ、ご活用ください。
　なお、４月下旬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」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」「東久留米市暮らしの便利帳「東久留米市暮らしの便利帳」」
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で来場を。

 
　☆なかよし広場＝３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、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。
　☆休館日のお知らせ＝３月２５日（金）は
館内整備のため、休館します。
Ｎ・Ｐ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
講座です。子どもの発達やしつけ、安全な
どをテキストで学び、皆さんで話し合い、
子育てのアイデアをお互いに学び合います。
そして自分らしい子育てを見つける講座で
す。
　▼日時　４月１５日（金）・２１日（木）・２８
日（木）、５月６日（金）・１３日（金）・２０日
（金）。いずれも午前１０時～正午▼対象　中
央町・本町・南沢・野火止・小山・幸町・
八幡町に在住で、乳幼児を子育て中の専業
主婦の方。全６回参加できる方▼会場　生
涯学習センター集会学習室４▼定員　１５
組　※保育あり（無料）。◆申し込みは３月
１６日（水）午前９時半からセンター上の原
へ。

 
春休み人形劇

　図書館では毎年、児童館を中心に活動し
ているボランティアグループが人形劇の公
演を行っています。お誘い合わせの上、ご
来館ください。
　▼日時　３月３０日（水）午前１１時～正午
と午後１時～２時の２回▼会場　中央図
書館視聴覚ホール▼プログラム　「ブドー
リネク」（おはなしくぬぎ）、「はらぺこあお
むし」（人形劇けやき座）▼入場料　無料◆
当日直接会場へ
　詳しくは中央図書館緯４７５・４６４６へ。

 

スポーツ体験講習「水泳」

～市水泳連盟
　▼日時　３月２６日（土）午前９時半～１１
時▼会場　スポーツセンター▼対象　小・
中学生▼費用　１００円▼定員　先着４０人▼
持ち物　水着・水泳キャップ◆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。
 

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

《おわびと訂正》

　２３年３月１日号６面に掲載した「まち
の話題」の記事中、第７回市民つな引き
大会の「小学１・２年生の部」で優勝し
たチーム名に誤りがありました。正しく
は「小山サンダーブリザード」です。
　おわびして訂正致します。

午前９時１５分～午後４時半。申し込み（現
在、受け付け中）をした方は準備会（３月
２３日〈水〉・２８日〈月〉、いずれも午後４時
から）に参加してください。

 

　☆工作の日＝３月１６日（水）～１８日（金）
の午後２時半から。一輪挿しを作ろう。小
学生、各日１５人。
　☆卓球大会＝１６日（水）午後３時半から。
トーナメント戦。小学３年～６年生。
　☆作って遊ぼう＝１８日（金）午前１０時～
１１時半。親子でかんたん工作。幼児。指導
は本多和美氏。
　☆将棋教室＝２３日（水）午後３時から。小・
中学生。指導は五角探究会。
　☆卒業おめでとう会＝３０日（水）午後３
時半から。楽しく遊び、手打ちうどんを食
べて、お祝いをしましょう。小学生、５０人。

 

　☆おはなしの日＝３月１６日（水）午後３
時半から。水曜おはなし会の方による絵本
の読み聞かせ、素話。小学生。当日受け付
け。
　☆ひばＣＡＦＥ＝１８日（金）午前１０時半
～１１時半。季節のスウィーツを試食しなが
ら、お話ししませんか。乳幼児とその保護
者。当日受け付け。
　☆ひばりんＣＬＵＢ＝１９日（土）午前１０
時半～１１時半。スウィーツデコストラップ
作り。３歳～５歳児とその保護者、先着１５
組。材料費２００円。３月９日（水）から受け
付け（電話可）。
　☆葉脈標本を作ろう＝２１日（祝）午後１
時半～４時。葉っぱからスジ
を取り出してみよう。　※幼
児は保護者同伴で。所要時間
一人約２０分。申し込み受け付け中（当日申
し込み可）。指導は多摩六都科学館職員。
　☆進級・卒業を祝う会＝２６日（土）午後
４時半～６時半（実行委員は午後２時集合）。
会食をしながら、皆で楽しいひとときを。
中学・高校生年代。３月２３日（水）までに
申し込みを。
 

 

 
　☆わくわく赤ちゃん広場＝「はいはいの
会」。３月２３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）。
　☆なかよし広場＝３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。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

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

　４月１日（金）から、けやき児童館・

滝山児童館の運営は、指定管理者「ＮＰ

Ｏ法人ワーカーズコープ」が行います。

　詳しくは子育て支援課児童係緯４７０・

７７３５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

23.  3.  15

３歳児健康診査

　▼日時　３月３１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２月８日～２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。

 
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。

児童館の利用に当たり

２３年度の利用登録をお願いします

　２３年度の利用登録受け付けを４月１日
（金）から開始します。各児童館に登録用
紙がありますので、ご記入ください。

 

　☆おはなしの日＝３月１５日・２２日・２９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＝１６日
（水）午前１０時半からが零歳児、１１時から
が１歳児。わらべ歌遊び。指導は原悠子氏。
　☆囲碁の日＝１６日・２３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。
　☆臨時閉館のお知らせ＝３０日（水）はお
花見遠足のため、閉館します（雨天中止の
場合は開館します）。

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

 

　☆トランポリンの日＝３月１６日（水）午
後２時から。小・中学生。跳びやすい服装
で。
　☆工作の日＝１８日（金）が午後２時から、
１９日（土）が午後１時半から。紙粘土でオ
リジナルのペン立てをつくろう。小・中学
生。
　☆スカットボール教室＝２６日（土）午後
１時半から。小・中学生。丸実会の皆さん
に指導していただきます。
　☆春の遠足「小金井公園」＝２９日（火）
午前８時４５分～午後４時半。
雨天中止。小・中学生、４０人。
参加費小学生１００円、中学生
５００円（交通費）　 ※申し込み
受け付け中。申し込みをした方は、準備会
（２３日〈水〉午後４時からと２８日〈月〉午
後３時半から）に必ず出席を。

 

　☆卓球大会＝３月１６日（水）午後３時半
から。トーナメント戦。小学３年～６年生。
　☆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、手遊びなど。
３歳前後の幼児。担当は渡辺和子氏、中林
のり子氏。
　☆卒業おめでとうパーティー＝１９日（土）
午後２時半～４時１５分。みんなで卒業生を
お祝いしましょう。小・中学校の卒業生と
在校生。
　☆おはなし会＝２２日（火）午後３時半か
らが幼児、４時からが小学生。絵本の読み
聞かせなど。
　☆春の遠足「小金井公園」＝２９日（火）

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４
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長期使用の家電製品などによる

事故に注意しましょう

Ｑ．電気製品は、どのくらい使い続けら
れるのでしょうか。また、安全を守るた
めの制度などはあるのでしょうか。
Ａ．長期間使い続けたものは、大切にし
ていても劣化が進んでいます。また、使
用していない製品でも時間が経てば劣化
しますし、同じ製品でも使用回数や環境
によって早く消耗することがあります。
ものを大切に使うのは良いことですが、
製品に変化や不調を感じたら無理に使い
続けずに、修理ができるかどうかメーカ
ーに相談しましょう。
　全国の消費者センターには、長期間使
用した製品による発煙や水の噴出、灯油
漏れ、それがカーテンなどに引火したと
いった相談が入っています。お使いの電
気製品が、異常に熱くなる、焦げた臭い
がする、変な音がする、電源コードが折
れたり切れたりしている、電源プラグを
長年挿したままで周りにホコリ、湿気が

たまっている、というような症状が出た
ら、使用をやめてコンセントを抜き、販
売店やメーカーに相談しましょう。
　また、事故を未然に防ぐために、２１年
４月から長期使用安全点検制度が施行さ
れました。経年劣化による重大事故の恐
れがあり、消費者自身による保守が難し
い下記の９品目について、消費者をサポ
ートするための制度です。製品を購入し
たときに同封されている所有者票で所有
者登録をすれば、自分が忘れていても確
実に点検の通知が届きます。これらの製
品を購入したときは、登録をしておきま
しょう（点検費用は事業者にご確認くだ
さい）。
◎長期使用製品安全点検制度の対象製品
　屋内式ガス瞬間湯沸器（都市ガス用、
ＬＰガス用）、屋内式ガスバーナー付きふ
ろがま（都市ガス用、ＬＰガス用）、石油
給湯器、石油ふろがま、密閉燃焼（ＦＦ）
式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食
器洗機、浴室用電気乾燥機

≪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

　３月１７日（木）～２３日（水）は、春期「飲酒運
転させないＴＯＫＹＯキャンペーン」期間です。
このキャンペーンは、飲酒運転をさせない社会環
境の醸成を目指し、都と警視庁が関係機関・団体
と連携して実施するものです。

　飲酒運転は重大事故に直結する悪質な犯罪行為
です。「飲んだら乗らない・乗るなら飲まない」を
絶対に守りましょう。
　車を運転することを知りながらその人に飲酒を
勧めること、酒を飲んで運転する恐れのある人に
車を貸すこと、飲酒運転の車に同乗することも犯
罪です。お互いに注意し合い、飲酒運転を撲滅し
ましょう。
　詳しくは田無警察署緯４６７・０１１０または市都市
計画課街路交通計画係緯４７０・７７６８へ。

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲飲酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転さささささささささささささささささささささせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせななななななななななななななななななななないいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹ「飲酒運転させないＴＯＫＹＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ
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３月１７日（木）～２３日（水）



　市内の各地区センター（浅間町、野火
止、八幡町、南町、中央町、滝山、ひば
りが丘、大門町）に設置する会議室など
を利用する場合の予約申請方法が、４月
１日（金）から次の通り変更となります。
　【変更内容】予約申請を「２か月前」か
ら行うことができるようになります。

　※申請方法など、詳細は各地区センタ
ーに問い合わせてください。
　【対象】４月１日（金）から受け付け
る予約分（例えば、４月１日に受け付け
る利用希望日は４月１日～６月１日の分
となります）
　※４月１日は各地区センターの受け付
け窓口で混雑が予想されます。ご理解と
ご協力をお願いします。
　詳しくは福祉総務課高齢者福祉係（内
線２５０８）へ。

わくわく冒険隊自然体験教室
～楽しい野外活動を体験して、わくわ
くしよう
　市体育協会では、今年で５回目となる自然
体験教室を開催します。夏休みのメインイベ
ントとして、いろいろな体験をしましょう。
　▼日程　８月３日（水）～６日（土）▼
会場　国立信州高遠青少年自然の家▼内容
　ハイキング、星座観測、野外炊飯、ハン
ドクラフト、スポーツ大会など▼対象　市
内在住・在学で持病がなく、健康で団体生
活ができる小学５年～中学３年生▼定員　
５０人▼交通手段　スポー
ツセンターからバス▼参
加費　１万２,０００円▼保護
者説明会日程　６月５日
（日）午後１時からスポー
ツセンターで▼準備会日程　６月１２日（日）
午後１時～午後５時と７月１７日（日）午前
１０時～午後５時の２回、スポーツセンター
で。　※準備会に出席できない方は参加不
可◆申し込みは５月６日（金）までに（必
着）、はがきに教室名・氏名・ふりがな・住
所・電話番号・学校名・学年・生年月日・
性別・年齢・保護者名を記入の上、〒２０３－
００１１、大門町２－１４－３７、スポーツセンタ
ー内、東久留米市体育協会あて郵送を
　詳しくは同協会事務局緯４７０・２７２２へ。
市民学校別対抗大会＆小・中学生
卓球大会
～市卓球連盟主催
　▼日時　４月２３日（土）午前９時から▼
会場　スポーツセンター◆申し込みは次の
①～③のいずれも４月１５日（金）までに
（必着）、はがきに住所・氏名・年齢・電話
番号、在勤の場合は勤務先を記入の上、〒
２０３－００５１、小山１－９－２、笹川由紀子
あて郵送を
①学校別団体戦
　▼競技方法　男子ダブルス、女子ダブルス、
ミックスダブルス。　※男子が少ない場合は
女子でも可。３・４チームでリーグ戦の後、
順位別のリーグ戦を実施。▼チーム編成　出
場者本人の出身校または住所地の通学区域、
お子さんの通学校または出身校、在勤の場合
は勤務先が所在する通学区域の各学校別で
編成してください。学校は市内小・中学校の
いずれも可▼参加費　１チーム３,０００円▼参
加資格　市内在住・在勤で高校生以上の方
②中学生大会
　▼競技方法　シングルスおよび団体戦▼
参加費　無料▼参加資格　市内在住の中学
生
③小学生大会
　▼競技方法　シングルス▼参加費　無料
▼参加資格　市内在住の小学生
　詳しくは同連盟・笹川緯４７１・１０５２（夜
間）へ。
小・中学生対象
「みんな集まれ卓球教室（前期）」
～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１５回。４月１６日～７月２３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４,５００円お
よび傷害保険料など５００円（合計５,０００円）
　※費用は参加者決定通知後、４月１２日
（火）までに市体育協会へお支払いくださ
い。　※支払い済みの参加費などは返金で
きません。◆申し込みは４月１日（金）ま
でに（必着）、往復はがきに教室名・住所・
氏名・年齢・学校名・学年・電話番号（返
信用にも住所・氏名を書いて）を記入の上、

〒２０３－００１１、大門町２－１４－３７、スポー
ツセンター内、東久留米市体育協会あて郵
送を
　詳しくは同協会事務局緯４７０・２７２２へ。
第７７回ソフトテニス市民大会
～市ソフトテニス連盟主催
　▼日時　①一般の部＝４月３日（日）（予
備日５月１日〈日〉）②中学生の部＝５月１４
日（土）（予備日５月２１日〈土〉）。①②のい
ずれも午前８時半開会▼会場　①が市立テ
ニスコート、②が市立、滝山テニスコート
▼対象　市内在住・在勤・在学・在テニス
クラブの方▼種目　①が男子の部、女子の
部、壮年の部（４５歳以上の男子）。②が男子
の部、女子の部▼参加費　①が１チーム
１,０００円、②が１チーム５００円◆申し込みは
３月２５日（金）までに（必着）、はがきに住
所・氏名・年齢・電話番号・参加種目を記
入の上、〒２０３－００３３、滝山１－６－１３、
井部誠二あて郵送を。
　詳しくは井部緯４７５・８２７９へ。
 

障害児の集い
「ポカポカはるのつどい」を開催
します
　市民の皆さんの実行委員会で企画・運営
する障害児のつどいを開催します。生涯学
習センターの全館を利用し、ボランティア
団体の皆さんが遊びのコーナーを作って、
障害のある子どもたちをお待ちしています。
　地域の子どもたちも一緒に春休みの楽し
い思い出づくりをしましょう。
　▼日時　３月３０日（水）午前１０時～午後
２時１５分▼会場　生涯学習センター▼持ち
物　弁当・水筒・敷物
　詳しくは福祉施設「このみ緯４７３・９６６７」、
「かるがも緯４７７・６４９２」または市生涯学
習課緯４７０・７７８４へ。
生涯学習センターイベント
①「朗読とピアノとダンス　My  life・
My  stage」
　市民の皆さんによる朗読に、プロのアー
ティストたちのピアノ、ダンスが加わり、
公演を開催します。また、舞台上では公募し
た「思い出の写真」も映し出されます。
　▼日時　３月２７日（日）午後３時開演（２
時半開場）▼会場　生涯学習センターホール
▼出演　竹村浄子（ピアノ）、能祖將夫（朗
読）、井上大輔、辻田暁（コンテンポラリー
ダンス）の各氏、朗読に参加した皆さん▼
入場料　無料（要整理券）▼整理券配布場
所　生涯学習センター
②「開館１周年記念コンサート」
　市内在住のプロの演奏家たちによるクラ
シック音楽で、開館１周年を祝います。
　▼日時　４月３日（日）午後２時開演（１
時半開場）▼会場　生涯学習センターホール
▼出演　東久留米市演奏家協会員▼入場料
　無料（要整理券）▼整理券配布場所　生
涯学習センター、市民プラザ、東部・南部・
西部の各地域センター
　詳しくは同センター緯４７３・７８１１へ。

 
「生涯学習活動団体の学習プラン」を
募集します
　地域で自主的に活動している生涯学習サ
ークルを育成するため、市では各団体が企
画・運営する講座の開設経費を支援します。
対象は歴史・経済・政治・文学・教育・家
庭教育・文化などの学習グループやサーク
ルで、広報紙で募集した市民も受講できる
ことが条件です。この機会に、ぜひご活用
ください。なお、応募団体多数の場合は選
考となります。
　▼申込書の配布および受付期間　３月１５
日（火）～３１日（木）　 ※申込書は生涯学
習センター事務室内のＮＰＯ法人東久留米
市文化協会窓口で配布します。
　詳しくは同協会緯４７７・４７００へ。
愛のひと声運動
「青少年健全育成の呼びかけに
ご協力ください」
　もうすぐ春休みです。子どもたちは心身
ともに生き生きとし、行動範囲も広がりま
す。しかし、ちょっとした気の緩みから非
行に走ったり、危険なことに出遭ったりす
ることがあります。
　そこで、春休み期間中の３月２６日（土）
～４月５日（火）を春の強調期間として、
「愛のひと声運動」を実施します。この運動
は、各中学校地区青少年健全育成協議会やＰ
ＴＡ連合会をはじめ、関係２９団体で実施委員
会を組織しています。また、各中学校地区単
位実行委員会が街頭活動や啓発用ポスター
などにより、青少年の健全育成を呼び掛けま
す。
　地域の皆さんの参加・協力があってこそ、
成果を上げることができます。身近なところ
で、励ましやねぎらいの言葉、ときには注意
の言葉など、愛のひと声をお願いします。
　詳しくは子育て支援課子育て支援係緯
４７０・７７３５へ。
宝くじの助成金で防災用資機材を
整備しました
　市では今年度、発電機や災害時用トイレ、
多機能ランタンなどの防災用資機材を宝く
じ助成金によって、市内の一つの自治会に
助成し、整備しました。
　この助成事業は財団法人自治総合セン
ターによる宝くじ普及広報事業として、住
民の行うコミュニティー活動を促進し、住
民の相互協力に基づく自主的防災活動を
行うことで、地震やそのほかの災害による
被害の防止・軽減を図ることを目的に行わ
れています。
　詳しくは防災防犯課防災防犯係（内線
２２２３）へ。

 
昭和病院組合「看護師等修学資金
貸与制度」のご案内
　公立昭和病院では、将来同病院の看護職

ガ イ ド

員を志望する方を対象に、修学資金を貸与
します。
　▼貸与者の人数　２０人程度▼貸与の資格
　助産師、看護師を養成する学校または養
成所に在学中で、　卒業後、公立昭和病院に
おいて３年以上看護業務に従事する意思を
持つ方▼貸与金額・期間　月額、大学生が
３万５,０００円、そのほかが３万円　※養成施
設における正規の修業期間中、貸与します。
◆申し込み　５月２５日（水）までに、同病
院総務課で配布する修学資金申込書に必要
事項を記入の上、在学証明書、健康診断書、
住民票の写しを添付して、同病院総務課人
事係へ提出を　※面接日は６月中旬。詳細
は、現在配布中の「看護師等修学資金貸与
制度のお知らせ」を参照してください（同
病院ホームページの「看護部の紹介」から
も取得できます）。
　詳しくは同病院総務課人事係緯４６１・
００５２（内線２２４８）へ。
自由学園
「春のキャンパス開放」
　武蔵野の自然があふれる自由学園（学園
町１－８－１５）のキャンパスで、春の息吹
をお楽しみください。学園内には東京都選
定歴史的建造物に指定された校舎（フラン
ク・ロイド・ライトの弟子、遠藤新による
設計）があります。
　▼日時　４月２日（土）午後１時半～３
時半（入場は３時まで）▼校内のご案内　
午後１時４０分からと２時４０分からの２回。
先着各１５人　※「ご案内」への参加を希望
する方は、当日受け付けで申し込みくださ
い。▼ご注意　車での来場、ペットの同伴、
校内での飲食・喫煙はご遠慮ください
　詳しくは自由学園広報室緯４２２・１０７０へ。
交通遺児などへの育成資金を

お貸しします

　自動車事故が原因で死亡または重度の後
遺障害が残ったお子さん（零歳から中学校
を卒業するまで）を対象に、無利子で育成
資金をお貸しします。
　詳しくは独立行政法人自動車事故対策機
構東京主管支所緯０３・３６２１・９９４１へ。

23.  3.  15

地区センターに設置す地区センターに設置するる
会議室などの予約申請会議室などの予約申請をを

変更しま変更しますす


