
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

１０時からが「情報交換」、２２日（水）午前１０
時半～１１時半が「ベビーマッサージ」。零歳
児とその保護者。先着２０人。１５日（水）午
前９時から申し込み受け付け（電話可。初
めての方優先）。
　☆交通安全・防犯教育の日＝２０日（月）
午後４時から。冬休みの交通安全、防犯に
ついてのお話。小・中学生。
　☆卓球大会＝２２日（水）午後３時半から。
トーナメント戦。小学３年～６年生。当日
に申し込みを。
　☆将棋教室＝２２日（水）午後３時から。小・
中学生。　※初めての方も将棋ボランティ
アが指導します。指導は五角研究会。
　☆大掃除（環境整備の日）＝２７日（月）
午後３時半から。１年間遊んだ児童館を、
みんなできれいにしましょう。小・中学生。
　※午後３時半からは児童館で遊べません。
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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・０９１１００ ／ ０５７０・０９１１０１

▼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

１歳６カ月児健康診査
　▼日時　２３年１月６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５月１５日～６月４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。
 

　☆赤ちゃんひろば＝１２月１５日（水）午前

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

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】
　１２月１９日・３０日、２３年１月１日・２日・３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）
　１２月２３日＝福山内科クリニック（新川町１－９－２２、緯４７０・９１７７）
　１２月２６日＝山口内科・呼吸器科クリニック（本町３－１２－２、緯４７２・２３８６）
　１２月３１日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　【歯科】
　１２月１９日・２３日・２６日・２９日・３０日・３１日、２３年１月１日・２日・３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）
　１２月１９日・２６日・３０日、２３年１月１日・３日
　　＝前田病院（中央町５－１３－３４、　緯４７３・２１３３）
　１２月２３日・２９日・３１日、２３年１月２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（１２月２９日～２３年１月３日は休診です）
　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。

【 主 な 問い合わせ先【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】】
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　人口と世帯　　人口１１４，８２８人（男５６，７９２人　女５８，０３６人）　 世帯数５０，５３１＜平成２２年１２月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１，７９３人＜平成２２年１２月１日現在＞

年末年始特集－ごみの収集と医療・保年末年始特集－ごみの収集と医療・保健健

　１２月２３日は木曜日の祝日、２３年１月１０日は月曜日の祝日ですが、通常通り該当
地域について収集業務を行います。
　▼粗大ごみの収集…表１の通り
　▼し尿のくみ取り…表２の通り
　年末年始を気分よく過ごせるよう、ルールを守ってごみを出してください。
　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。

年末は１２月２９日（水）まで・年始は１月４日（火）か年末は１２月２９日（水）まで・年始は１月４日（火）からら

公立昭和病院
　１２月２９日（水）～２３年１月３日（月）の一般外来診察を休診します。なお、救急診
療は行いますが、同病院は三次救急医療施設（救命救急センター）ですので、主に生
命危機を伴う重症重篤患者の診療を行います（休日・夜間の一般診療ではありません）。
　来院の際は、事前に同病院緯４６１・００５２へ問い合わせてください。また、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。
多摩小平保健所
　１２月２９日（水）～２３年１月３日（月）は休業します。
　詳しくは同保健所緯４５０・３１１１へ。

昭和病院・保健昭和病院・保健所所

収　集　日申し込み日
１２月２８日（火）までに収集します１２月２２日（水）まで
年明けになります。申し込み時にご確認ください１２月２３日（祝）～２８日（火）

表１　粗大ごみの収集日程

年始開始日年末最終日
２３年１月４日（火）から１２月２８日（火）まで

表２　し尿のくみ取り日程

日土金木水火月

２６２５●２４ ●２３ ●２２ ●２１ ●２０ 

２２１１３３１１３３００●２９ ●２８ ●２７ 

９８●７ ●６ ●５ ●４ ３３

ごみ収集年末年始カレンダー

市役所の窓口・施設の年末年始業務日程は7面に
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業務は通常通り行います。
 

　☆なかよし広場＝１２月２１日（火）午前１０
時～１１時半、第一小学校で。零歳～５歳児
とその保護者。育児の情報交換やしつけの
話をしましょう。ボランティアが子どもと
一緒に遊びます。スリッパ持参。当日直接
会場に徒歩か自転車で来場を。
　☆上の原使赤ちゃん広場＝２３年１月６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、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。
○休館のお知らせ
　１２月２８日（火）は室内整備のため利用で
きません。
 

第１２７回スキー教室
～市スキー連盟主催
　▼日程　２３年２月１０日（木）午後８時集
合～１３日（日）午後７時帰着予定▼集合・
出発場所　市役所前▼会場　長野県菅平高
原スキー場▼対象　原則として市内在住・
在勤の方（初心者歓迎）▼参加費　一般
３６，０００円、連盟会員３４，０００円、小・中学生
は、２，０００円安（２．５泊８食付、リフト料金
は含まず）▼定員　先着４０人◆申し込みは
１月１５日（土）までに、下記担当に電話・
ファクスを。受け付け後、下記口座に参加
費を振り込んでください。東京みらい農協・
東久留米駅前支店・普通３０４６４７９・口座名
義「東久留米市スキー連盟」
　詳しくは同連盟・榎本緯４７４・９１９７へ（フ
ァクスも同じ）。

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

　☆バトミントン大会＝１８日（土）午後３
時半から。小学４年生以上、先着１６人。申
し込み受け付け中（電話不可）。
　☆おはなしの日＝２２日（水）午後３時半
から。水曜おはなし会。小学生。
　☆おもちつき会＝２３年１月９日（日）、前
半は午後１時半から、後半は３時から。お
もちつき体験やお正月遊びなど。地域の方、
各回先着１００人。おわん、はしを持参。受け
付けは１２月１５日（水）から。　※１月９日
（日）は通常利用ができません。
 

 

　☆わくわく赤ちゃん広場＝１２月２２日（水）
午前１０時～１１時半が「はいはいの会」。６カ
月～１２カ月児とその保護
者。２３年１月５日（水）
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。バスタオ
ル持参。いずれも子ども
家庭支援センターで。　※兄弟姉妹の保育
あり、先着３人（要予約）。
○休館のお知らせ
　１２月２８日（火）は同センターの室内整備
のため、交流スペース・くつろぎスペース・
地域活動室は利用できません。なお、相談

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
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　☆絵本だいすき＝１２月１７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。指導は中林のり子
氏、渡辺和子氏。
　☆折り紙教室＝２１日（火）午後３時～４
時。季節の折り紙を楽しもう。幼児～中学
生。指導は大泉光子氏。
　☆おはなし会＝２１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。
　☆オセロ大会＝２２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。
　☆環境整備の日＝２７日（月）午後３時半
から。１年間遊んだ児童館を、みんなでき
れいにしましょう。小・中学生。
 

　☆ぽかぽかタイム＝１２月１５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＝１５日・２２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。
　☆おはなしの日＝２１日（火）午後４時か
ら。素話、絵本の読み聞かせ、手遊び。小
学生。

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

　☆環境整備の日＝２７日（月）午後３時か
ら。１年間遊んだ児童館を、みんなできれ
いにしましょう。小・中学生。※午後３時
からは、児童館では遊べません。
 

　☆工作の日＝１２月１６日（木）・１７日（金）
のいずれも午後２時から。「織りひめ」でラ
ンチョンマットを作ろう。小・中学生、各
日先着１５人（当日受け付け）。
　☆交通安全・防犯教育の日＝２１日（火）
午後４時から。冬休み・お正月に向けて交
通安全についてお話しします。小・中学生。
　☆将棋大会＝２２日（水）午後３時から
（対戦開始前に申し込んで下さい）。小学生。
指導は東久留米市将棋研究会。
　☆クレープパーティー＝２４日（金）午後
２時から。クレープを作って食べよう。小・
中学生、先着６０人。※参加希望者は当日午
後１時半から受け付け。
　☆環境整備の日＝２７日（月）午後１時半
から。１年間遊んだ児童館を、みんなでき
れいにしましょう。小・中学生。
 

　☆ひばりんＣＬＵＢ＝１２月１８日（土）午
前１０時半～１１時半。子ブタのサンタクロー
ス手袋人形作り。３歳～５歳児とその保護
者、先着１５組。材料費３００円。講師は「おは
なしスマイルズ」の石竹智子氏。申し込み
受け付け中（電話可）

（ ）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

各ご家庭でも火の用心各ご家庭でも火の用心！！
年末年始消防特別警戒を実施しま年末年始消防特別警戒を実施しますす

年　　始（１月）年　　末（１２月）日 　程
施 　　設　　 名

7日
（金）

６日
（木）

５日
（水）

４日
（火）

３日
（月）

２日
（日）

１日
（祝）

３１日
（金）

３０日
（木）

２９日
（水）

２８日
（火）

２７日
（月）

市役所・連絡所
わくわく健康プラザ（※１）
図書館（中央・ひばりが丘・東部・滝山）
生涯学習センター

◎市民プラザ
◎地域センター（西部・南部・東部）

地区センター（滝山・ひばりが丘・大門町）
地区センター（浅間町・野火止・八幡町・南町・中央町）

◎コミュニティホール東本町・上の原
男女平等推進センター
教育センター（中央相談室）
教育センター（滝山相談室）

◆◆◆◆◆◆スポーツセンター（※２）
青少年センター
子ども家庭支援センター（総合相談窓口を除く）
地域子ども家庭支援センター上の原
児童館（くぬぎ・中央・けやき・滝山・ひばり）（※３）

「◎」は午後５時まで。「◆」は午後９時２０分まで
★証明書自動発行機での証明…１２月２９日（水）～１月３日（月）は利用できません。１２月２８日（火）と１月４日（火）の午後５時以降は、
市役所１階屋内ひろば設置の発行機は利用できません。東久留米駅東口１階エレベーター横設置の発行機は、通常通り午後９時まで利用
できます
★住民票の電話予約サービス…予約は１２月２８日（火）の午後５時までと１月４日（火）から。予約済み住民票の受け取りは年末年始もでき
ます
★出生・死亡・婚姻届等の戸籍関係届け出…１２月２９日（水）～１月３日（月）は市役所１階時間外受付窓口で受け付けます
★図書館の返却ポスト（東久留米駅西口・東口に設置）…１２月２８日（火）～１月４日（火）は閉鎖します
★中央図書館の集会室利用申し込み…年末は１２月２８日（火）まで、年始は１月５日（水）から受け付けます
★公共施設予約システムは通常通り、予約の申し込み・抽選申し込みが可能です。窓口での抽選申し込み・随時申し込みは、窓口開設中に
お願いします。
（※１）わくわく健康プラザ内の休日診療は８面の通りです。
（※２）スポーツセンターは年末年始も開館しています。ただし、１２月２９日（水）～１月３日（月）の閉館時間は午後９時２０分です。
（※３）１２月２８日（火）は館内整理日のため、５児童館は休館となります。

市役所の窓口・施設の年末年始業務日程 （■はお休みです）

①赤ちゃんとお母さんの音楽会
　お子さん向けの曲やクラシックをバ
イオリン＆チェロで演奏をします。一
緒に歌ったり、楽器に触れたりするこ
ともできます。演奏会の後は皆さんで
交流も。妊婦さんもご一緒にどうぞ
　▼日時　２３年１月１４日（金）午前１０
時～正午▼会場　東部地域センター１
階講習室▼対象　乳幼児とその保護者、
妊婦▼定員　３０組
②ママ＆ベビーのわくわくヨガ体験
　親子でリラクゼーション。楽しみな
がらヨガで身体をほぐし、育児や家事
の疲れを癒（いや）しましょう。
　▼日時　２３年１月１９日（水）午前１０
時～１１時半▼会場　わくわく健康プラ
ザ２階集会室１▼対象　零歳児とその
保護者▼定員　２０組
　①②のいずれも申し込みは１２月１３日
（月）からセンター上の原緯４２０・９０１１
へ。
　詳しくは同センター上の原へ。

子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育ててててててててててててててててててててて講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演子育て講演会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

　東久留米消防署では１２月１日～２３年１月３日の期
間、また併せて、東久留米市消防団では１２月２６日～
３０日の期間、消防特別警戒を実施します。
　何かとあわただしくなり、空気も乾燥する年末は、
一年を通して火災が多発する時期です。
　ご家庭でも、火の元の点検や家の周りに燃えやす
い物を放置しないなど、整理整とんを心掛けてくだ

さい。また、今年の４月から各ご家庭において義務
となった「住宅用火災警報器」の設置は、お済みで
すか。既に設置済みのお宅では、電池切れなどの状
況はありませんか。大掃除に併せてご確認を。
　火の用心で、楽しい年末年始をお過ごしください。
　詳しくは東久留米消防署警防課緯４７１・０１１９また
は防災防犯課（内線２２２５）へ。



市民ハイキング
「初春の御岳山と日の出山」
～市山岳連盟主催
　▼日時　２３年１月９日（日）午前７時に
東久留米駅２階改札口前集合（雨天中止。
中止の場合、前日午後７時ごろまでに連絡）
▼コース　ＪＲ青梅線御岳駅→バス・ケー
ブル→御岳山（９３９ｍ）→日の出山（９０２ｍ）
→三室山（６４８ｍ）→ＪＲ青梅線日向和田駅
（解散）▼歩行時間　約４時間半（約８㎞）
▼対象　中学生以上▼持ち物　弁当、飲み
物、雨具、帽子、手袋、靴（山道に適した
底の厚い靴）、防寒具ほか（雪道の場合もあ
り）▼参加費　８００円（保険料含む）と交通
費２，３８０円（実費）◆申し込みと詳しくは
１２月２５日（土）までに岩田緯４７６・１０２８（午
後７時～８時）へ
冬季市民オープンバスケットボー
ル大会
～市バスケットボール連盟主催
　▼日時　１月２３日（日）・２９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（高校生不可）で編成され
たチーム▼参加費　１チーム５,０００円（新規
登録の場合は、別途登録費１チーム５,０００
円）▼抽選会　１月８日（土）午後６時～
８時にスポーツセンター３階会議室で◆申
し込みと詳しくは同連盟事務局・貫井清三
緯４７４・１１１１へ。

 
生涯学習センター講座
「イベントの作り方」
　イベントを開催するにはどうしたらいい
のだろう。今回はクラッシックコンサート
を取り上げ、実践を交えながら必要な基礎
知識を学びます。
　▼日時　全７回。２月９日・１６日・２３日、
３月９日・１６日・３０日の水曜日と４月３日
（日）。時間はいずれも午後７時～８時半　
※最終日はコンサートを実施。▼会場　生
涯学習センター学習室▼対象　高校生以上
▼定員　１５人（応募者多数の場合は抽選）
▼参加費　無料◆申し込みと詳しくは１月
２９日（土）までに同センター緯４７３・７８１１
へ

 
薬湯の日“ゆずの湯”
　▼期日・時間・会場　１２月２２日（水）、　
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▼備考　小学生以下は無料◆当日直接会
場へ
　詳しくは産業振興課労政商工係緯４７０・
７７４３へ。
クリスマスコンサート
　クリスマスを彩るこのコンサートでは、
市民の有志の皆さんが日ごろの練習の成果
を披露します。子どもから大人まで楽しめ
るクリスマスの曲を奏でます。
　▼日時　１２月２５日（土）午後１時開演
（零時半開場）▼会場　生涯学習センター
ホール▼入場料　無料　
※整理券は生涯学習セン
ター、市民プラザ、西部・
東部・南部の各地域センタ
ー窓口で配布中▼出演者
　ピアノ、マリンバ、フル
ート、コーラスなど、７組の市民の有志の
皆さん
　詳しくは生涯学習センター緯４７３・７８１１へ。

市民プラザ・ロビーコンサート
～クリスマスソング＆世界の音楽をラテン
リズムで～
　▼日時　１２月１８日（土）午後２時～３時
▼会場　市役所１階屋内ひろば▼出演　
ラ・ムシカ・サブローサ▼主な曲目　カル
マリ／モンローウォーク／もくれんのなみ
だ／ユンタ／てんとう虫のサザエさん、ほ
か▼入場料　無料◆当日直接会場へ
　詳しくは市民プラザ緯４７０・７８１３へ。

 
急病・ケガで迷ったら
救急相談センター「♯７１１９」へ
　急な病気やケガをした際に「救急車を呼
んだ方がいいのかな？」「病院へ行った方が
いいのかな？」など迷った場合は、「東京消
防庁救急相談センター」をご利用ください。
　救急相談センターでは、症状に応じた受
診や救急搬送の要否に関するアドバイス、
応急手当に関するアドバイスおよび診察可
能な病院の案内を、相談医療チーム（医師、
看護師、救急隊経験者など）が２４時間３６５日
年中無休で実施しています。
　同センターの電話番号は「♯７１１９」また
は緯０４２・５２１・２３２３です（病院案内は東久
留米消防署および新川出張所でも実施して
います）。また、同センターの詳細は東京消
防庁のホームページをご参照ください。

 
「共同募金運動」（赤い羽根・歳
末たすけあい運動地域支え合い募
金）にご協力ください
　社会福祉協議会では、１０月から「赤い羽
根共同募金」、１２月から「歳末たすけあい運
動」（地域支え合い募金）を実施中です。
　▼募金の主な使いみち　「赤い羽根共同
募金」は東京都共同募金会へ納付後、主に
都内で活動する福祉団体の備品購入・運営
費などとして配分されます。「歳末たすけあ
い運動」（地域支え合い募金）は地域の福祉
活動に活用されるほか、支援が必要な世帯
および精神障害者保健福祉手帳をお持ちの
方への見舞金として配分されます。
　募金は同協議会事務局（わくわく健康プ
ラザ２階）、中央町地区センター、上の原・
ひばりが丘・滝山の各連絡所で、年内は２８

◆東京消防庁ホームページアドレス
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/

日（火）、年始は２３年１月２１日（金）まで受
け付けています。
　詳しくは同協議会緯４７５・０７３９へ。

 
「耐震キャンペーン」を
１月１１日～２４日に開催します
　南関東で３０年以内に大地震が発生する確
率は、７０％といわれています。大地震で倒
壊した建物の多くは、古い構造基準で建築
された昭和５６年以前の建物です。建物の耐
震診断を行い、耐震性が十分でない場合は、
改修工事を行いましょう。
○耐震フォーラム
　▼日時　２３年１月１４日（金）午後３時半
～６時▼会場　都庁都民ホール▼内容　建
築物の耐震化に関する講演▼定員　２５０人
（要予約）◆申し込みは耐震キャンペーン
事務局緯０３・５３８８・３３４８へ。
○体験・見学バスツアー
　▼日時　２３年１月１９日（水）～２１日（金）
正午～午後５時（予定）▼見学場所　東大
地震研究所、東京臨海広域防災公園など（予
定）▼定員　各日２０人（要予約）◆申し込
みは耐震キャンペーン事務局緯０３・５３８８・
３３４８へ。
○マンション耐震セミナー
　▼日時　２３年１月１５日（土）午後１時半
～５時▼会場　都庁都民ホール▼定員　２５０
人（要予約）◆申し込みは首都圏マンション
管理士会緯０３・３２５６・６４３１へ。
○木造住宅耐震改修工法等展示会、木造
住宅耐震相談会
　▼日時　２３年１月１９日（水）～２１日（金）
午前１０時～午後６時（２１日は午後５時まで）
　※入退場自由。▼会場　ＪＲ新宿駅西口
広場◆当日直接会場へ
○耐震化・賃貸経営お役立ちセミナー＆
個別相談会
　▼日時　２３年１月２２日（土）午後１時～
５時▼会場　都庁大会議場▼定員　５００人
（要予約）◆申し込みは東京共同住宅協会
緯０３・３４００・８６２０へ
　詳しくは都都市整備局建築企画課緯０３・
５３８８・３３６２または同局ホームページへ。

 
小児救急講演会
「こどもを事故から守ろう～
ひょっとしたら、うちの子も～」
　▼日時　２３年１月１９日（水）午後２時～
４時▼会場　東村山市市民ステーションサ
ンパルネ▼内容　零歳から３歳の子どもの
家庭での事故防止▼講師　緑園こどもクリ

ガ イ ド

◆都市整備局「耐震ポータルサイト」
ホームページアドレス

http://www.taishin.metro.tokyo.jp/

ニック院長の山中龍宏氏◆申し込みと詳し
くは多摩小平保健所企画調整課保健医療係
緯０４２・４５０・３１１１へ。
東京たま広域資源循環組合　
入札参加申請を受け付けます
　東京たま広域資源循環組合では、２３・２４
年度の工事・物品買入れなどの入札参加申
請を受け付けます。詳細は同組合ホームペ
ージをご覧ください。
　▼受け付け日時　２３年１月１２日（水）・１３
日（木）の午前９時半～午後４時（午前１１
時半～午後１時半を除く）▼会場　東京自
治会館２階第１３・１４会議室（府中市新町２
－７７－１）
　詳しくは同組合総務課緯０４２・３８５・５９４７へ。

 
私立高等学校等入学支度金の
貸付事業をご利用ください
　財団法人東京都私学財団では、２３年４月
に都内の私立高等学校などに入学する生徒
の保護者の負担を軽減するために、「私立高
等学校等入学支度金」の貸付事業を実施しま
す。
　▼貸し付け条件　（１）２３年４月に入学支
度金制度のある都内の①～⑤の学校に入学
すること。①私立高等学校②私立中等教育
学校後期課程③私立特別支援学校の高等部
④私立高等専門学校⑤私立専修学校高等課
程（三年制）（２）保護者が都内に居住して
いること▼入学支度金の対象となる費用　
入学金など、入学時に学校に支払うすべて
の費用が対象となります（ただし、その費
用が２０万円以上であること）▼貸付額　一
人当たり一律２０万円（無利息）▼申し込み
時期・先　合格決定後、入学時に必要な費
用を支払う前に入学する学校に直接申し込
みを▼返還方法　在学期間中に月賦、半年
賦などで学校が指定する方法にて返還
　詳しくは入学する学校または財団法人東
京都私学財団緯０３・５２０６・７９２６、都生活文化
局私学振興課緯０３・５３２０・７７７０（テレホンガ
イド）へ。

◆東京たま広域資源循環組合ホームページアドレス
http://www.tama-junkankumiai.com/
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出演のラ・ムシカ・サブローサ

　いよいよ年の瀬、街中は何かと慌ただ
しくなり、ちょっとした気持ちのスキを
狙った犯罪がおきやすい時期です。
　田無警察署では「わが街を　みんなで
守ろう　年の暮れ」をスローガンに、１２
月２０日（月）～２９日（水）の期間、年末
地域安全運動を展開します。
　今年１月１日～１１月３０日に市内では、
ひったくり１３件、振り込め詐欺１６件、
空き巣４３件（１１月末現在）が発生しま
した。
　特に年末の１２月中、田無警察署では、

①振り込め詐欺の被害防止②ひったくり
および万引きの被害防止③子どもと女性
に対する犯罪の被害防止④住宅を対象と
する侵入犯罪の防止⑤地域環境の浄化と
少年の非行防止を重点目標に、東久留米
市や防犯協会、母の会などの防犯ボラン
ティア団体と地域の皆さんの協力を得て、
各種防犯活動を展開します。
　詳しくは同署生活安全課防犯係緯４６７・
０１１０または市防災防犯課防災防犯係（内
線２２２３）へ。

年末は犯罪がおきやすい時期です
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