
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

歳児。
　☆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。指導は渡辺和子氏、中林
のり子氏。
 

　☆おはなしの日＝２月１５日・２２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。講師は原悠子氏。
　☆囲碁の日＝１６日・２３日のいずれも水曜
日、午後３時から。囲碁に挑戦してみよう。
小・中学生。指導は囲碁連盟。
　☆幼児のつどい＝１７日が「おひなさま作
り」、２４日が「劇遊び導入」。いずれも木曜
日、午前１０時半から。幼児。
　☆ハッピータイム＝３月２日（水）午前
１０時半から。ベビーヨガ。ハイハイ前まで
の零歳児とその保護者。講師は小山那智氏。
　※２月１６日（水）午前９時半から申し込
み受け付け。

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５
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○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（１期は１歳児、２期は幼
稚園・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。
　▼２２年度の３期・４期の対象　①３期＝
中学１年生に相当する年齢（９年４月２日
～１０年４月１日生まれ）②４期＝高校３年
生に相当する年齢（４年４月２日～５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。なお対象者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　３月３１日まで
　詳しくは同係へ。
４カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　▼日時　３月３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【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】】

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１０月９日～１１月５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。
１歳６カ月児健康診査
　▼日時　２月２４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７月１８日～８月１３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月のプレ・パパママクラス
　◎小児科医・助産師の話＝１日（火）午
後１時～４時
　◎プレ・ママクッキング＝８日（火）午
前９時半～午後２時。妊娠中の栄養やバラ
ンスの良い食事を調理しながら学びません
か。食材費５００円
　◎妊婦疑似体験・沐浴実習＝１５日（火）
午後１時～４時
　◎妊婦歯科健診＝２２日（火）午後１時１５
分～３時。健診とブラッシングなど
　▼対象　妊娠１６週以降の方とその夫▼会
場　わくわく健康プラザ◆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　※４回で１コース。ただし１日の
みの参加も可。
 

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＝２月１５日・２２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。絵本の読み聞かせなど。
　☆オセロ大会＝１６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。
　☆スポーツフェスティバ
ル準備会＝１６日（水）・１９日
（土）・２１日（月）～２５日
（金）のいずれも午後３時
半から。スポーツフェスティバルに向けて
の練習。小学生。
　☆幼児のつどい＝１７日（木）午前１０時半
～１１時１５分がお別れ会に向けての練習。２
歳児。２４日（木）午前１０時半～１１時半がお
別れ会に向けて「劇遊び」の練習。３・４

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

　人口と世帯　　人口１１４，６８９人（男５６，６９６人　女５７，９９３人）　 世帯数５０，４９５＜平成23年２月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１，７７０人＜平成23年２月１日現在＞
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スプレー缶などの分別徹底をお願いします
　ライターやスプレー缶が原因とみられ
る市の清掃車の火災事故が発生していま
す。先月１１日にも、同様の事故が発生しま
した。
　このような事故は毎年起きていて、清掃
車の被害だけでなく、作業員や市民がケガ
をする可能性もあります。
　清掃車の火災を防止するために、スプレ
ー缶・カセットボンベ・ライターについて
は、最後まで使い切ってから「燃やせない
ごみ」の収集日に個別に透明の袋に入れ、
ほかのごみと分けて出してください。
　市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
　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。

スプレー缶が原因とみられる清掃車の
火災事故が毎年発生しています

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）
　２月２０日・２７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】
　２月２０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）
　２月２０日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　２月２７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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歳以上の方▼募集人員　先着で若干名　▼
費用　材料費（実費）◆申し込みは３月１
日（火）から電話で同センター緯４７７・２７１１へ
　詳しくは同センターへ。
市民企画講座
「現代家族と子どもの貧困〜子ど
も時代の幸せ、平等のために」
〜男女平等推進センター主催
　子育ての経済的・精神的な負担が家庭に
大きくのしかかっています。この問題に私
たちはどのように対処し、
乗り越えて行けばよいの
でしょうか。子どもの現
状や社会政策に詳しく、
「私の幸せが私たちの幸
せである社会を創（つく）
りたい」と話す湯澤直美氏に、具体例を含
めたお話を伺います。企画・運営は男女平
等を進める市民の会かりん。
　▼日時　３月２０日（日）午後１時〜３時
▼会場　男女平等推進センター会議室▼講
師　立教大学教授の湯澤直美氏▼定員　先
着２４人　※２歳〜未就学児の保育あり。２
月１６日（水）〜３月１０日（木）に要予約。
▼参加費　無料◆申し込みは２月１６日（水）
〜３月１７日（木）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
または直接男女平等推進センター緯４７２・
００６１（火曜日休館）へ。
災害啓発講演会
「大人も子どももみんなが参加！
楽しみながら学べる防災訓練の方法」
　誰もが参加したくなる、楽しく学べる防
災訓練などについて、防災訓練「イザ・カ
エルキャラバン」の実践者が解説します。
講演後は防災情報交換サロンとして、参加
者同士の情報交換も行います。市内で活動
している事例を聞くだけでも結構です。気
軽にご来場ください。協力は防災まちづく
りの会・東久留米。
　▼日時　３月１４日（月）午後１時半〜４
時▼会場　市役所７階７０１会議室▼講師　
ＮＰＯ法人プラス・アーツ理事長の永田宏
和氏▼定員　先着５０人▼参加費　無料◆当
日直接会場へ
　詳しくは社会福祉協議会ボランティアセ
ンター緯４７５・０７３９へ。

　☆なかよし広場＝２月１８日（金）午前１０
時〜１１時半、第十小学校で。育児の情報交
換やしつけの話などを皆さんで行い、ボラ
ンティアと一緒に遊びましょう。零歳〜５
歳児とその保護者。スリッパ持参。当日直
接会場に徒歩か自転車で来場を。
 

　☆なかよし広場＝２月１５日（火）が第一
小学校、２月２２日（火）が第六小学校で。
時間はいずれも午前１０時〜１１時半。育児の
情報交換やしつけの話を行い、ボランティ
アと一緒に遊びましょう。零歳〜５歳児と
その保護者。スリッパ持参。当日直接会場
に徒歩か自転車で来場を。
 

ニュースポーツデー
〜体育指導委員会　
　▼日時　２月１９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。
スポーツ体験講習「水泳」
〜市水泳連盟
　▼日時　２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。
 

さをり織り講座
　さいわい福祉センターでは、２３年度「さ
をり織り講座」の受講希望者を募集します。
　▼日程　４月から１年間。毎月第２・第
４土曜日の午前１０時〜正午▼対象　市内在
住で知的障害および身体障害をお持ちの１５

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１
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　☆幼児のつどい＝２月１７日が「手遊びと
手形押し」、２４日が「おひなさま作り」。い
ずれも木曜日午前１０時半〜１１時半。幼児。
　☆きらら＝１８日（金）午前１０時半から。
つどいの出席シールを折り紙で作りながら、
子育ての情報交換などをします。幼児。
　☆おはなしの日＝２３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＝２３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。
　☆赤ちゃんとニコニコタイム＝２５日（金）
午前１０時半〜１１時。零歳児とその保護者。
絵本の読み聞かせとわらべ歌、子育ての情
報交換など。
 

　☆ぴよぴよママの会＝２月１６日（水）午
前１０時から。体重測定や子育ての相談など、
助産師を囲んでお話ししましょう。零歳児
とその保護者。バスタオル、母子手帳を持
参。　※保育あり（先着３人。要予約）。
　☆おはなしの日＝１６日（水）午後３時半
から。水曜おはなし会。小学生。
　☆幼児のつどい＝１７日（木）午前１０時か
らがうさぎ（１・２歳児）、１１時からがあひ
る（３・４歳児）。新聞紙遊び。２４日（木）
午前１０時半からが観劇。出演は「おはなし
玉手箱」。合同。
　☆ひばりんカルチャー＝２７日（日）午前
１０時〜１１時半。おひなさまのフラワーアレ
ンジメント。保護者、先着１５人。費用５００円。
花バサミ、紙袋を持参。講師は吉田裕子氏。

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

２月１０日（木）から受け付け（電話可）。
 

　☆赤ちゃんひろば　＝２月１６日・２３日の
いずれも水曜日、午前１０時〜正午。みんな
で楽しく交流しませんか。零歳児とその保
護者。
　☆オセロ大会＝１６日（水）午後３時半か
ら。トーナメント戦。小学生。
　☆幼児のつどい＝１７日（木）午前１０時半
〜１１時１５分が「小麦粉粘土遊び」。１・２歳
児。２４日（木）午前１０時半〜１１時半が「お
別れ会に向けて」。３・４歳児。
　☆作ってあそぼう＝１８日（金）午前１０時
〜１１時半。親子で簡単工作。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。指導は五角研究会の皆さん。
 

 

　☆わくわく赤ちゃん広場＝①２月２３日
（水）午前１０時〜１１時半が「はいはいの会」。
６〜１２カ月児とその保護者②３月１日（火）
午前１０時〜１１時半が「ねんねの会」。６カ月
未満児とその保護者。①②のいずれも当日
直接、子ども家庭支援センターへ。　※保育
あり、先着３人（要予約）。
　☆手作り布おもちゃの会＝２月１５日、３
月１日。いずれも火曜日の午前１０時〜正午、
子ども家庭支援センターで。乳幼児とその
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。

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

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

　ボランティアや市民活動の楽しさを体験しなが
ら実感できるイベントを実施します。地域での暮
らしが楽しくなるおもしろメニューがいっぱい。
気軽にご参加ください。社会福祉協議会ボランテ
ィアセンター、東久留米市共催。

　【日時】３月５日（土）午前１０時〜午後４時
　【会場】市民プラザ
　【主な体験プログラム】①感じる＝アイマスク体
験②視（み）る・聴く＝マジック、腹話術、落合
川の映像など③楽しむ＝書道体験、初めてのウク
レレなど④手伝ってみる＝手話であいさつ、点字
でマイ名刺、福祉施設ボランティア体験　（ボラン
ティアや市民活動についての情報も）
　詳しくは社会福祉協議会ボランティアセンター
緯４７５・０７３９または市生活文化課緯４７０・７７３８へ。
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着物の訪問買い取りにご注意！
後悔しても取り戻せないことも
Ｑ．「不要になった着物はありませんか。
高く買い取ります」と、突然知らない業
者から電話がかかってきました。たんす
には着ていない和服が何枚かあり、売り
たいと考えていたところなので来てもら
おうと思っています。このような電話が
かかってきたのは初めてのことで不安で
す。大丈夫でしょうか。
Ａ．不要な着物を高く買い取ると言って
電話をかけ、その後来訪する「訪問買い
取り」についての相談が最近増えていま
す。電話では着物を買い取りたいと言い
ながら、着物の査定はざっとするだけで、
本当の目的は貴金属の買い取りではない
か、と疑われるケースも目立ちます。初
めは断っていてもしつこく勧められ、結
局着物と貴金属の両方を買い取られてし
まうこともあります。買い取り額が妥当
だったのか不安に思って、翌日業者に取
り消しの申し出をしても、買い取ったも

のはすでに手元になく、取り消しには応
じられないと断られてしまうこともあり
ます。
　古い着物が使われないまま、たんすで
眠っていたり、捨てるのはもったいない
と思っている方は多いと思います。業者
は、消費者のそのような気持ちにつけ込
んできます。軽い気持ちで来てもらって
も、業者が家に上がり込み、部屋の中を
物色したり、アクセサリーを見せるまで
居座られたというケースもあります。「知
らない人を家に上げない」「すぐに契約を
しない」といったことが被害防止の基本
です。
　また、今回のように業者による訪問買
い取りの場合は、クーリングオフができ
ません。この事例のように後でやめたい
と申し出ても、すでに処分したと言われ
戻ってこないこともあります。買い取り
の電話があってもすぐに信用せず、慎重
に対応しましょう。

≪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

　「ちょこっと共済」（東京都市町村民交
通災害共済）の２３年度分（４月１日〜２４
年３月３１日）加入受け付けを２月１５日
（火）から開始します。
　「ちょこっと共済」とは、東京都の３９市
町村が共同で運営する共済制度で、会員
が交通事故によりけがなどを負った場合
に、会員の皆さんの出し合った会費から
見舞金が受けられる制度です。詳しい内
容は、本広報紙とともにお届けしたパン
フレットをご覧ください。

　【加入資格】２３年４月１日に市内に住民
登録または外国人登録のある方、または
会員と生計を同じくしていて、就学のた
め都の市町村外にお住まいの方。
　【会費】Ａコース１,０００円、Ｂコース５００
円（コースによって見舞金の額が異なり
ます）
　【加入申し込み】市内の金融機関（ゆう
ちょ銀行を除く）および都市計画課（市
役所５階）、上の原・ひばりが丘・滝山の
各連絡所で受け付けます。また、３月５
日（土）午前１０時〜午後４時に市役所１
階屋内ひろばで臨時受付窓口を開設しま
すので、ぜひご利用ください。
　詳しくは同課街路交通計画係緯４７０・
７７６８へ。

２３年度分を２月１５日（火）
から受け付け開始

東京都市町村民交通災害共済
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～地域活動をおもしろ体験してみよう～地域活動をおもしろ体験してみよう～～



 

つくってみよう！
ぼくのわたしのお弁当
　▼日時　全４回。３月６日（日）・１３日
（日）が午前９時から、３月２７日（日）と
４月２日（土）が正午から　※４回目に一
人でお弁当づくりができることを目指しま
す。▼会場　東部地域センター調理実習室
▼対象・定員　小学５・６年生、１６人▼参
加費　１,５００円▼持ち物　米４合◆申し込
みは２月１２日（土）午前１０時から同センタ
ー事務室へ
　詳しくは同センター緯４７０・８０２０へ。
第５回市民プラザ・トワイライト
コンサート
　地元人気ビッグバンドによるジャズの名
曲の数々をお楽しみください。
　▼日時　３月６日（日）午後６時〜８時
（５時半開場）▼会場　市民プラザホール・
市役所１階屋内ひろば▼出演　ジョリーウ
エスト・ジャズオーケストラ。ゲストは田
辺信男氏（テナーサックス）▼曲目　トラ
ンペット・ブルース・カンタビレ、スリー
ピー・ラグーン、アンビル・コーラス、ス
ターダストほか（都合により変更になる場
合があります）▼定員　先着２００人▼入場料
　１,０００円（ワンドリンク・おつまみ付き）
◆入場券は２月１５日（火）から市民プラザ
事務室窓口で頒布。　※電話予約不可。定員
に達した場合、当日券はありません。
　詳しくは同プラザ緯４７０・７８１３へ。

 

子どもの安全を地域で守ろう
かけこみハウスにご協力ください
　市では、子どもの安全を確保するために、
子どもたちが身の危険を感じたときに、一
時的に救いを求めたり、避難したりするこ
とのできる協力家庭などを「かけこみハウ
ス」として登録しています。
　かけこみハウスの参加協力は、各中学校

地区かけこみハウス
実施委員会（構成員
はＰＴＡ、学校、自
治会、商店会、地区
青少年健全育成協議
会など）が中心とな
って、呼び掛けを実
施しています。現在、
市内全域に約２,３００
件の登録があり、目印として玄関などにス
テッカーを表示しています。ご協力頂いて
いるご家庭などには、心からお礼申し上げ
ます。かけこみハウスの協力家庭などは、
現在も引き続き募集しています。なお、破
損したステッカーは交換しますので、子育
て支援課（市役所２階）緯４７０・７７３５へご
連絡ください。
　詳しくは同課子育て支援係へ。
宝くじの助成金で
備品を整備しました
　市では今年度、３つの自治会で使用する
印刷機や掲示板、テントを、また自治会貸
し出し用として映写機器
（プロジェクターなど）や
ワイヤレスアンプなどを宝
くじ助成金で整備しました。
　なお、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
行うコミュニティ活動を促進し、その健全
な発展を図ることを目的に行われています。
　詳しくは生活文化課緯４７０・７７３８へ。
手話通訳者登録試験を実施します
　聴覚および言語に障害のある方が、家庭
生活や社会生活を支障なく送れるよう「コ
ミュニケーション支援事業（手話通訳）」を
行っています。このたび、手話通訳者とし
て登録していただける方に必要な登録試験
を実施します。
　▼応募資格　手話技術（おおむね実践ク
ラス以上）を習得している市内在住の２０歳

以上の方で、手話通訳者として活動可能な
方▼試験日程　３月５日（土）午前９時か
ら▼会場　市役所７階◆申し込みは２月１５
日（火）〜２４日（木）に認め印を持参の上、
障害福祉課（市役所１階）へ。
　詳しくは同課福祉支援係緯４７０・７７４７へ。
「子ども体験塾」フェスティバル
親と子が楽しむ文化体験塾
　次世代を担う小・中学生に、さまざまな
文化芸術を体験していただく「子ども体験
塾」フェスティバルを開催します。皆さん
の参加をお待ちしています。
　▼日時　３月１９日（土）・２０日（日）午前
１０時〜午後４時▼会場　生涯学習センター
▼参加費・定員　種目により異なります。
下記へ問い合わせてください▼種目　将
棋・お花・詩吟・お茶・太鼓・朗読・囲碁・
押し花絵・絵てがみ・ダンス・マジック・
きり絵◆申し込みは２月１６日（水）〜３月
１０日（木）に（必着）、体験したい種目別に
往復はがきに種目・住所・氏名・電話番号・
学校名・学年を記入の上、〒２０３－００５４、
中央町２－６－２３、ＮＰＯ法人東久留米市
文化協会あて郵送を
　詳しくは同協会緯４７７・４７００（月曜〜金
曜日の午前９時〜午後５時）へ。
生涯学習センター　
あなたの思い出の写真を募集しま
す〜My life・My memory〜　
　思い出の写真を募集します。応募頂いた
作品の一部は、３月２７日（日）開催の生涯
学習センター公演の舞台において映像で写
します。また、ほかの写真は３月下旬から
生涯学習センターロビーに展示します。
　▼応募資格　市内在住・在勤・在学の方
▼枚数　一人３点以内▼内容　わたしが一
番嬉しかったこと／悲しかったこと／涙を
流したこと／腹が立ったこと／笑っちゃっ
たこと、など思い出の写真▼規格　４メガ
バイト・ジェイペグ形式のデジタル画像ま
たは２Ｌ〜Ａ４判のプリント　※応募作品

は原則として返却しません。▼ご注意　応
募作品の著作権は応募者に帰属します。ま
た、被写体の肖像権などは承諾を得た上で
応募してください。作品の内容が趣旨に合
わないと判断した作品は展示されない場合
があります▼応募方法　２月１５日（火）〜
３月１５日（火）に（必着）、生涯学習センタ
ーへ電子メールで送信または直接持参、郵
送（〒２０３－００５４、中央町２－６－２３、生
涯学習センター「思い出の写真」）してくだ
さい
　詳しくは同センター緯４７３・７８１１へ。
 

 

多摩六都科学館「圏域市民感謝デー」
　多摩六都科学館は３月で開館１７年を迎え
ます。当日、地域の皆さんは無料で入館で
きますので、ぜひご来館ください。
　▼日時　３月６日（日）午前９時半〜午
後５時（入館受け付けは４時まで）▼対象
　東久留米、小平、東村山、清瀬、西東京
の各市に在住・在勤・在学の方▼入場料　
無料（ただし、プラネタリウム、大型映像
番組の観覧には別途料金が必要です）▼手
続き　入館時に住所または学校の場所や勤
務地を証明できるものを提示してください
（４歳児〜小学生は口頭でお申し出を）
　詳しくは同館緯４６９・６１００へ。
柳泉園組合嘱託員、臨時職員を
募集します
　詳細は柳泉園組合ホームページまたは電
話で問い合わせてください。
　▼募集人員　嘱託員１人、臨時職員８人
▼採用日　４月１日（金）以降◆申し込み
と詳しくは２月２８日（月）午後５時までに
同組合総務課庶務文書係緯４７０・１５４５へ。
 

◆生涯学習センターメールアドレス
info@higashikurume-lll.jp

ガ イ ド

◆柳泉園組合ホームページアドレス
http://www.ryusenen.or.jp/

23.  2.  15

このステッカーが目印

ジャズの名曲をご堪能ください

　◆東久留米医師会の医師による健康相
談（予定）＝２５日（金）午後１時半〜３
時半
　◆血管老化度測定＝２６日（土）午後１
時〜３時。血管の弾力（若さ）を簡単に
測定します。当日直接会場へ
　◆東久留米医師会の医師による健康講
座＝２６日（土）午後１時半〜２時半
　◆趣味を楽しもう！　サークル情報の
紹介と体験コーナー　①「折り紙体験」
＝２５日（金）午後１時〜３時。当日直接
会場へ②「切り絵体験」＝２６日（土）午
後１時〜３時。先着５０人。当日直接会場
へ
　◆野菜を食べよう！＝２６日（土）午前
１１時〜正午。普段食べている野菜の不思
議やクイズ、簡単な野菜づくりの方法を
お伝えします（お土産あり）。
　詳しくは健康課保健サービス係緯４７７・
００２２へ。

～イベント参加で「健康づくり」をしませんか～イベント参加で「健康づくり」をしませんか～～

　健康づくりイベント「わくわく健康フ
ェスタ」を開催します。このイベントに
参加して、健康になるヒントを見つけて
みませんか（クイズに参加していただい
た方には参加賞があります）。気軽にご来
場ください。
　主催は健康づくり推進部会および健康
課。共催は東久留米医師会および東久留
米市歯科医師会、東久留米市薬剤師会。
　※このイベントは、市健康増進計画「わ
くわく健康プラン東くるめ」に基づいて
実施します。
　【日時】２月２５日（金）午前１１時〜午後
３時半、２６日（土）午前１１時〜午後３時

　※各イベントの実施時間は下記参照。
　【会場】市役所１階屋内ひろば

《イベント紹介》
　◆わくわく健康プラン東くるめ活動紹
介〜パネル展示＝２月２５日（金）午前１１
時〜午後３時半、２６日（土）午前１１時〜
午後３時
　◆知って得するＭｙデータ＝２５日
（金）・２６日（土）の午後１時〜３時。血
圧測定や足指力測定、握力測定、やにけ
ん（体内のタール濃度を唾液で簡単に測
定）など、自分の体について知ってみま
せんか
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　東久留米市健康づくり推進協議会の委
員を募集します。この協議会は、健康づ
くりに関係する機関（団体）の代表と公
募による市民２人の計１５人で構成され、
市民の健康を保持増進するために、健康
づくりに関する検討を行います。
　【応募資格】市内在住で２０歳以上の方
　【定員】２人

　【任期】４月１日〜２５年３月３１日
　申し込みは３月１日（火）までに（消
印有効）、「健康づくり」についての考え
を８００字以内にまとめ、住所・氏名・年
齢・電話番号・職業を記入の上、〒２０３－
００３３、滝山４－３－１４、わくわく健康プ
ラザ内健康課保健サービス係あて郵送を。
　※採用は書類選考の上、決定します。
なお、応募書類は返却しません。
　詳しくは同係緯４７７・００２２へ。

健康づくり推進協議会
委員を募集します


