
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

22.  7.  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・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　７月２２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１２月１２日～２１年１月５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　７月２９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　１９年６月２６日～７月１７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。
認知症予防ウオーキング
～認知症に強い脳を作ろう！～
　認知症予防には有酸素運動のウオーキン
グが効果的です。「正しい姿勢と立ち方・歩
き方」の基本から「転倒予防」まで学べま
す。「最近、足腰が弱ったかな？」 と気に
なっている方、普段歩こうと思ってもなか
なか習慣にならない方、ぜひご参加を。基
本を覚えて認知症予防を実践、らくらく歩
けるようになりましょう。
　▼日時　７月２９日（木）午前９時４５分～
正午（９時半受付開始）▼会場　市民プラ
ザホール▼費用　無料▼内容　ウオーキン
グ、簡単な体操（室内のみ）▼対象　次の
①～④のすべてに該当する市民の方。①６５
歳以上②介護保険の要支援・要介護認定を
受けていない③自力で参加できる④医師か
ら運動を止められていない▼定員　４０人
（普段、ウオーキングなど運動習慣のない
方を優先します）▼用意するもの　運動靴
（バレエシューズなどは不可）、飲み物、筆
記用具、タオル　※運動できる服装で。◆
申し込みは７月１５日（木）午前９時から電

話で介護福祉課地域ケア係（内２５０１、２５０２、
２５５７）へ。
　詳しくは同係へ。

 
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。
 
　
　☆夏のおはなし会＝７月１７日（土）午後
１時半からが幼児以上、２時からが小学校
低学年以上、２時半からが小学校高学年以
上、３時からが大人。
　☆折り紙教室＝２０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。
　☆トールペイント教室＝２８日（水）午前
１０時～１１時半。くまさ
んのボードをつくり
ます。エプロン、手ふ
きタオル持参。小学２
年～６年生。２０人。指
導は富山英美氏。　※７月１７日（土）午前９
時から申し込み受け付け。本人か家族の方
が直接申し込みを（電話不可）。
　☆ねんど工作教室＝８月５日（木）午前
１０時～１１時５０分。壁かけを作りましょう。
小学２年～６年生。２０人。指導は小林みゆ
き氏。　※７月２１日（水）午前９時から申し
込み受け付け。本人か家族の方が直接申し
込みを（電話不可）。
　☆さをり織り教室＝８月１０日（火）・１１日
（水）、いずれも午前１０時～１１時５０分と午後
１時半～４時半。小学生（各日午前が４人、
午後が６人）。さをり織りで、きれいなタペ
ストリーを作ろう。　※７月２４日（土）午前
９時から申し込み受け付け。希望日、時間
を本人か家族の方が直接申し込みを（電話
不可）。

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

 
　☆環境整備の日＝７月１６日（金）午後３
時半から。みんなで児童館の整理整とんを
して、夏休みを気持ち良く過ごしましょう。
小・中学生。
　☆おはなしの日＝２０日・２７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。
　☆囲碁の日＝２１日・２８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。
　☆押し花教室＝８月７日（土）午前９時
半から。小・中学生、２０人。講師は村尾聡
子氏。　※７月１７日（土）午前９時半から申
し込み受け付け（電話不可）。
　☆アイロン染め教室＝８月１９日（木）午
前９時半から。オリジナルトートバッグを
作ろう。小・中学生、２０人。講師は本多秀
子氏。　※７月２９日（木）午前９時半から申
し込み受け付け（電話不可）。

 
　☆卓球大会＝７月１７日（土）午後３時半
から。トーナメント戦。小学生、先着１６人。
　※７月１０日（土）から申し込み受け付け

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

（電話不可）。
　☆折り紙の日＝１８
日（日）随時。昆虫
を作ろう。小学生。
　☆ちぎり絵の日＝
２６日（月）・２７日（火）
随時。ちぎり絵で暑
中見舞いはがきを作ろう。小学生。
　☆おはなしの日＝２８日（水）午後３時半
から。水曜お話し会。童話・紙芝居ほか。
小学生。
 

　☆交通安全・防犯指導の日＝７月１６日
（金）午後４時から。夏休み前の交通安全
についてお話しします。小・中学生。
　☆工作の日＝２１日（水）・２２日（木）のい
ずれも午後２時から。皮工作「自分だけの
キーホルダーを作ろう」。小・中学生。
　☆環境整備の日＝２４日（土）午後３時か
ら。児童館内の整理整とん・掃除をみんな
でします。小・中学生。
☆将棋教室＝２８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。

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

７月１９日（海の日）のごみ収集は
　７月１９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。

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】
　７月１８日・１９日・２５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】
　７月１８日・１９日・２５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）
　７月１８日・２５日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　７月１９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。

【 主 な 問い合わせ先【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】】

　人口と世帯　人口１１４，９３５人（男５６，８６１人　女５８，０７４人）　世帯数５０，５１４＜平成２２年７月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１，７７１人＜平成２２年７月１日現在＞
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って、楽しい人形劇を上演します。ぜひご
来場ください。　▼日時　７月２１日（水）、
１回目が午前１１時～正午、２回目が午後３
時半～４時半▼会場　南部地域センター２
階講習室▼プロブラム　人形劇「ぐりとぐ
らのえんそく」ほか▼入場料　無料◆当日
直接会場へ　※駐車場がありませんので、
車での来場はご遠慮ください。
　詳しくはひばりが丘図書館緯４６３・３９９６へ。

 
２５年東京国体開催決定記念行事が
開催されます
　２５年東京国体の開催決定に併せて、競技
体験や小学生吹奏楽団の演奏会など、記念
行事を開催します。スタンプラリーや抽選
会で東京国体グッズなどをプレゼントします。
　▼日時　７月３１日（土）午前１０時～正午
▼会場　都庁都民広場　
　詳しくは東京都準備委員会事務局企画課
緯０３・５３８８・２４９７へ。
小・中学生対象
「みんな集まれ卓球教室（後期）」
～市体育協会主催
　小学４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２８回。９月４日～２３年３月２６
日の毎週土曜日（年末年始を除く）、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、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８,４００円、傷害保険料５００円（参加
決定後、８月２７日（金）までにお支払いく
ださい。払い込み後は返金できません）◆
申し込みは８月１０日（火）までに（必着）、
往復はがきに当教室名・住所・氏名・年齢・
学校名・学年・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、
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。
アクアフィットネス教室
　▼日時・コース　９月１日～２２日の毎週
水曜日、Ａコースが午前１０時～１１時、Ｂコ

ースが１１時～正午、。いずれも４回コース▼
会場　スポーツセンター▼対象　市内在
住・在勤で１８歳以上の方▼定員　各コース
３０人（応募者多数の場合は抽選）▼参加費
　１,６００円◆申し込みは８月１４日（土）まで
に（消印有効）、往復はがきに当教室名・希
望コース・住所・氏名・年齢・電話番号・
在勤の場合は勤務先を記入の上（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、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２２回ジュニアテニス大会
～市テニス連盟主催
　▼日時　８月１７日（火）午前８時半集合
（予備日１８日）▼会場　小山テニスコート
▼種目　男女シングルス▼参加資格　市内
在住・在学・在テニススクールの中学生▼
参加費　一人５００円（大会当日集金）◆申し
込みは８月６日（金）までに（必着）、はが
きに郵便番号・住所・氏名・電話番号・参
加種目・学校名またはスクール名・学年を
記入の上、〒２０３－００３３、滝山７－１１－４、佐
々木道夫あて郵送を。連盟役員への直接申
し込みもできます
　詳しくは市テニス連盟・佐々木緯４７３・
００７９（夜間）へ。
第２４回ミックスダブルステニス大会
～市テニス連盟主催
　▼日時　８月２２日（日）（予備日は２９日）▼
会場　市内各テニスコート▼種目　ミック
スダブルス１部・２部▼参加資格　市内在
住・在勤・在学・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８月３日（火）までに、郵便振替
（００１９０－２－６３２３６９、加入者名・東久留
米市テニス連盟）で、通信欄に郵便番号・
住所・氏名・電話番号・参加種目、市外の
方は勤務先・学校名・スクール名を記入の
上、参加費を振り込んでください。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。なお、男女シングルスは１０
月３１日（日）に行う予定です
　詳しくは佐々木緯４７３・００７９（夜間）へ。
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　☆つくってあそぼう＝７月１６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。
　☆折り紙教室＝２０日（火）午後２時半～
４時。小・中学生。指導は本多秀子氏。
　☆カレンダー工作＝２６日（月）から。い
ずれも午後３時から。　※毎月月末はカレ
ンダー工作をしています。小・中学生。
　☆ニュースポーツの日＝２９日（木）午後
２時～４時。ユニカールに挑戦。小・中学
生、２０人。指導は三溝純子氏。　※事前に必
ず申し込みを。
　☆さをり織り教室＝８月１２日（木）・１３日
（金）のいずれも午前１０時～１１時半と午後
１時半～４時。小・中学生、２０人（各日午
前が４人・午後が６人）。　※７月２０日（火）
午後３時から申し込み受け付け。本人また
は家族の方が申し込みを。

 

 
　☆わくわく赤ちゃん広場＝「はいはいの
会」。７月２８日（水）午前１０時～１１時半、子
ども家庭支援センターで。６～１２カ月児と
その保護者。当日直接会場へ。　※兄弟姉妹
の保育あり（先着３人まで、予約制）。
　☆手作り布おもちゃの会＝７月２０日（火）
午前１０時～正午、子ども家庭支援センター

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

入し、駆除が可能です。
ただし、スズメバチは凶
暴なため、専門の駆除業
者への依頼をお勧めしま
す。
◎駆除業者の紹介
　市と協定を結んだ市内の駆除業者を紹介します。
　※駆除費用は自己負担です。依頼する場合は、
複数の業者から見積もりをとり、ご検討ください。
　詳しくは環境政策課緯４７０・７７５３へ。

で。昨年好評だった「プチケーキ」を作り
ます。乳幼児とその保護者。裁縫箱を持参。
　※保育はありません。申し込みは同セン
ターへ。

 
　☆水遊び＝７月２６日（月）～８月２７日（金）
は、テラスで水遊びができます。水遊び用
のおもちゃなどを用意します。親子で一緒
に遊んでください。ぬれてもよいように、
着替えやタオルを持参。
　☆休館日のお知らせ＝館内整備のため、
７月２３日（金）は休館します。

 
市制施行４０周年記念企画展
「写真と統計資料に見る東久留米市の４０年」
　写真と人口・駅の乗降者数・学校数など
の統計資料をもとに、市の４０年の発展を振
り返ります。１９７０年ごろの世相に関する資
料やベストセラー本など、図書館ならでは
の展示をぜひご覧ください。
　▼展示期間　７月２１日（水）～９月３０日
（木）午前１０時～午後５時（水曜・木曜日
は午後６時まで）。　※毎週金曜日と第３火
曜日は休館。
　詳しくは中央図書館緯４７５・４６４６へ。
ひばりが丘図書館「人形劇」
　ひばりが丘図書館では、毎年７月にひば
りが丘図書館の開館記念として人形劇を上
演しています。いつも図書館のおはなし会
で読み聞かせをしていただく「水曜おはな
し会」の皆さんと図書館の職員が一緒にな

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１
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　市では、個人の住宅や管理者がいる集合住宅な
ど、民有地にできたハチの巣の駆除は行っていま
せんので、その対策については、次の通りお願い
します。
◎ハチの巣を取り除くとき
　アシナガバチはスズメバチよりも攻撃性が少な
いので、薬局などでハチ専用の駆除スプレーを購

あなたは大丈夫？
貸金業法が大きく変わります
Ｑ　貸金業法が変わったと聞きました。
どのように改正されたのですか。
Ａ　貸金業法とは、消費者金融などの貸
金業者や、貸金業者からの借入れについ
て定めている法律のことです。この貸金
業法が、６月１８日から大きく変わりまし
た。
○借り過ぎ・貸し過ぎの防止
　消費者金融、クレジット会社のキャッ
シングの借入残高が年収の３分の１を超
えている方は、新たな借り入れができな
くなります（法人、個人事業者は対象外）。
また、借入れの金額によっては「源泉徴
収票」「確定申告書」「給与明細」などの
年収を証明する書類がないと、借りられ
なくなることがあります。専業主婦（主
夫）の場合、配偶者の同意を得て、借入
れをすることができる場合があります。
その際は、配偶者の年収を証明する書類、
借入れについての配偶者の同意書などが

必要となります。
○上限金利の引き下げ
　今までの出資法の上限金利（２９.２％）
は、利息制限法の水準（１５％～２０％）ま
で引き下げられました。
○貸金業者に対する規制の強化
　法令順守の助言・指導を行う国家資格
のある方（貸金業務取扱主任者）を営業
所に置くことが必要になります。また、
ヤミ金融に関する罰則も強化されました。
　※貸金業者とは、消費者金融、クレジ
ット会社（キャッシング）のことです。
銀行のカードローン、クレジットカード
による商品購入は貸金業法の対象外です。
また、住宅ローン、自動車ローンも対象
外となります。
　※借入れができないからといって、ヤ
ミ金融から借りてはいけません。多重債
務でお困りの方は、消費者センターや次
の窓口にご相談ください。
　●財務省関東財務局東京財務事務所
「多重債務相談窓口」緯０３・５８４２・７４７５

≪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
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２０１０年夏・絵本２０１０年夏・絵本展展
「こんなにいろいろアジアのえほん「こんなにいろいろアジアのえほん」」

　夏休みの幕開けを飾る図書館の絵本展
は、東久留米地域文庫親子読書連絡会と
図書館の共催事業です。
　今年のテーマは「こんなにいろいろア
ジアのえほん」です。伝統的な昔話、お
国柄が出る行事、新しいデザインの本な
ど、アジアの絵本をたっぷりお楽しみく
ださい。期間中は、毎日、おはなし会を
開催します（時間は午前１１時と午後３時。
ただし、７月２４日〈土〉は午後３時のみ）
　▼日時　７月２４日（土）～７月２７日（火）
午前１０時～午後５時（２７日は午後４時ま

で）▼会場　中央図書館視聴覚ホール▼
入場料　無料
　詳しくは中央図書館緯４７５・４６４６へ。
○絵本展「トーク＆トーク」「こ
んなにいろいろアジアの絵本」
～東久留米地域文庫親子読書連絡会主催。
子どもゆめ基金助成事業
　▼日時　７月２４日（土）午前１０時１５分
～正午▼講師　児童文学作家の、きどの
りこ氏、韓国児童文学翻訳家のピョン・
キジャ氏　※保育あり。７月２３日（金）
までに申し込みを。▼入場料　無料◆当
日直接会場へ
　詳しくは福士緯４７２・２７５６、松原緯４７７・
７８９０へ。
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家族介護者教室
　在宅で介護の必要な高齢者を介護してい
る家族の方、または介護する予定の方を対
象に、安心して介護が続けられるように、
基礎的な知識や技術を習得するための教室
を開催します。初心者向けの講座ですので、
気軽にご参加ください。
　▼日時　８月１日（日）午前１０時～正午
（受け付けは９時半から）▼会場　老人保
健施設「ケア東久留米」１階デイルーム
（幸町３－１１－１０）▼内容　「安全な介助方
法について～起き上がり・移乗・移動など
の介助～」▼講師　「ケア東久留米」リハビ
リ科の理学療法士および作業療法士▼費用
　無料▼定員　先着３０人◆申し込みは７月
２８日（水）までに、直接「在宅介護支援セ
ンターケア東久留米」へ
　詳しくは介護福祉課地域ケア係（内線
２５５７）へ。
チャレンジボランティア講座
　ボランティアについて学び、希望者に活
動を紹介する講座を開催します。今月のゲ
ストスピーカーは、視覚障がい当事者の内
納錦哉さん。ベテランのボランティア活動
者として、またボランティアを受ける側の
ひとりとして、ボランティアの心構えやセ
ルフマッサージのコツをお話しいただきま
す。講座の後は、希望する方との個別相談
会を開催。相談のみのご参加も歓迎します。
　▼日時　８月１６日（月）午前９時半～正
午▼会場　生涯学習センター集会学習室４
▼内容　ボランティア活動とは？▽ボラン
ティアセンターの使い方▽ボランティアの
心構えとセルフマッサージ▼参加費　 ２００
円（ボランティア活動希望者は別途保険料
３００円がかかります）◆申し込みは８月１２日
（木）までに、市社会福祉協議会ボランテ
ィアセンターへ電話（４７５・０７３９）または
ファクス（４７６・４５４５）で、住所・氏名・
年齢・電話番号をお知らせください
○ボランティア個別相談会
　▼日時　８月１６日（月）午後１時～３時
▼会場　生涯学習センター集会学習室４◆
当日直接会場へ
　詳しくは同ボランティアセンター緯４７５・
０７３９へ。

 
東久留米市平和事業
平和祈念写真展「東京空襲の記録」
　東京大空襲の記録写真など「東京空襲」
に関する写真パネルを中心に、「東久留米の
戦争の痕跡」についての写真を交え展示し
ます。
　▼日時　７月２２日（木）午前９時～午後
７時、２３日（金）午前９時～午後５時▼会
場　市民プラザホール▼入場料　無料
　詳しくは企画経営室総務課緯４７０・７７１４へ。
第４回市民プラザ夏祭り
　「市民プラザ夏祭り」の季節がやってきま
した。今年も昨年同様、市内の小・中学生
や団体が多数出演します。子どもが楽しめ
る体験コーナーなど、企画も盛りだくさん
です。おなじみのクルメイザーや地震体験
のできる車もやってきます。
　▼日時　８月１日（日）午前１０時半～午
後４時半▼会場　市役所１階屋内ひろば、
市民プラザ▼出し物（予定）　 ①オープニ
ング＝九小舞組やミエコフィットネススコ
ッドの皆さんがオープニングを華やかに飾
ります②ステージ＝金管バンド、こども箏
（こと）、大正箏、空手紹介、ロック＆ブレ

イクダンス、クルメイザー、合唱、ヒップ
ホップダンス、フラダンスほか③体験コー
ナー＝消防服を着て消防車と記念撮影・ミ
ニ消防車に乗車・起震車での地震体験、木
目込みでひょうたん・コマ・毬（まり）、パ
ソコンで名刺、フェルトで小物、木工、折
り紙・切り絵・絵手紙、けん玉・こま遊び、
将棋指導・将棋対局、ザリガニ釣りゲーム、
クイズコーナーほか④模擬店＝焼きそば、
ホットドック、フランクフルト、たこ焼き、
かき氷、綿菓子、すいとん、カットスイカ、
ヨーヨー釣り、木工作品、パウンドケーキ
ほか（売り切れ次第、終了）
　詳しくは市民プラザ緯４７０・７８１３へ。
薬湯の日“ハッカの湯”
　▼期日・時間・会場　８月１日（日）、　
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。

 
ちょっと待って、
スプレー缶は空ですか？
　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。
　東京消防庁管内では、平成１７年～２１年ま
での５年間に、このようなスプレー缶など
に起因した火災が９０８件発生しており、この
うち清掃車の火災は５８６件と多数を占めて
います。
　清掃車の火災を防止するために、スプレ
ー缶やカセットボンベについては、最後ま
で使い切ってから、燃やせないごみの収集
日に透明の袋に入れ、ほかのゴミと分けて
出してください。
　詳しくはごみ対策課緯４７３・２１１７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
　もうすぐ夏休みです。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、夏休み中の７月２１日（水）～８
月３１日（火）を夏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、ＰＴＡ連
合会をはじめ、関係２９団体で実施委員会を
組織し、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るものです。
　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、時には注

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。
生涯学習センターをご利用ください
①夏休み学習室
　夏休み期間中、市内の小・中・高・大学
生を中心とした学生の方の勉強の場として、
生涯学習センターの空いている学習室を開
放します。夏休みの宿題や、受験勉強など
にご利用ください。
　▼開放期間・時間区分　第４月曜日を除
く７月２０日（火）～８月３１日（火）の、①
午前９時～正午②午後零時４０分～３時半③
午後３時５０分～６時（空き状況によって利
用できない場合があります）▼会場　生涯
学習センター▼対象　小学生以上
　詳しくは同センター緯４７３・７８１１へ。
②夏休み！こども科学教室
　以下の各イベントの申し込み方法は、次
の通りです。①生涯学習センターのホーム
ページ上で②往復はがきに「イベント名」
を明記して、住所・氏名・年齢・電話番号
を記入の上、〒２０３－００５４、中央町２－６
－２３、生涯学習センターあて郵送を。
★ペーパージャイロを飛ばそう！
　ロケットに使われる技術ジャイロの力。
紙飛行機よりも遠くに飛ぶペーパージャイ
ロを作ってみよう。
　▼日時　８月６日（金）①午後１時から
②２時から③３時から（全３回）。各回４０分
程度▼会場　生涯学習センター▼定員　各
４０人（応募者多数の場合は抽選）　 ※定員
に満たない場合は当日先着で受け付け。▼
対象　小学生（保護者入場可）▼参加費　
２００円◆申し込みは７月３１日（土）まで
★星砂で星座絵を描こう！
　サンゴ礁の砂から、星砂を見つけ出して、
世界でたった一つの星座絵を描こう。
　▼日時　８月１４日（土）①午前１０時半か
ら②午後２時から（全２回）。各回９０分▼会
場　生涯学習センター▼定員　各２０人（応
募者多数の場合は抽選）▼対象　小学１年
～３年生とその保護者（未就学児の入場は
できません）▼参加費　親子で５００円（子ど
も一人追加、３００円加算）◆申し込みは８月
５日（木）まで
★化石磨き
　大昔の生き物が閉じ込められた化石を磨
いて観察しよう。磨いた化石はお持ち帰り
できます。
　▼日時　８月１８日（水）①午前１０時半か
ら②午後２時から（全２回）。各回９０分▼会
場　生涯学習センター▼定員　各２０人（応
募者多数の場合は抽選）▼対象　小学４年
～６年生▼参加費　５００円◆申し込みは８
月５日（木）まで　
　詳しくは同センター緯４７３・７８１１へ。
シルバー人材センター会員募集
　市内在住のおおむね６０歳以上の健康で働
く意欲のある方は、どなたでも入会できます。
まずは入会説明会にご来場ください。

　▼入会説明会　７月２１日（水）午後１時
半から▼会場　シルバー人材センター２階
会議室（下里４－１－４４）▼持ち物　年度
会費２,０００円、顔写真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。

 
働く人の健康相談＆メンタルヘル
ス相談
　多摩東部地域産業保健センターでは、産
業医や保健師による体や心に関する健康相
談を実施しています。
　会社の健康診断の結果を見て迷っている
方、例えば精密検査が必要かとか、正常と
判断されたが本当に大丈夫だろうかなど、
そのように思ったときは、気軽に次の健康
相談窓口にご相談ください。
　▼相談日　７月２２日（木）午後１時～２
時半（２３年３月までの毎月第４木曜日に実
施。奇数月はメンタルヘルス相談を併設）
　※要予約。▼会場　市商工会館（幸町３
－４－１２）▼対象　５０人未満の事業所の従
業員の方▼費用　無料◆申し込みは多摩東
部地域産業保健センター緯０４２２・４７・２１５５
へ
　詳しくは同センターへ。
２２年度排水設備工事責任技術者
共通資格試験
　◆試験日時　１０月１７日（日）午前１０時～
正午▼会場　青山学院大学・青山キャンパ
ス９号館▼受験申込書の配布期間および場
所　７月２６日（月）～８月３０日（月）に施
設管理課施設建設担当窓口（市役所５階）
で配布▼申込書の受付期間　８月３日（火）
～９月１日（水）に郵送で受け付け（申込
書の郵送先は受験申込書を参照してくださ
い）▼受験手数料　６,０００円
　詳しくは施設管理課下水道施設係緯４７０・
７７５９へ。

ガ イ ド

22.  ７.  15

多摩・島しょ子ども体験塾「星空コンサート多摩・島しょ子ども体験塾「星空コンサート」」

　　プラネタリウムでの星空生解説と生
演奏で、感動的な体験の場を提供します。
　▼日時・演奏者　①８月２４日（火）・２７
日（金）・３０日（月）午後６時からがエレ
クトーン演奏家の神田将（ゆき）氏②９
月４日・１１日・２５日、いずれも土曜日午
後６時からが音楽芸人のこまつ氏▼会場
　多摩六都科学館（プラネタリウムドー
ム）▼対象　東久留米、小平、東村山、
清瀬、西東京の各市に在住・在学の小・
中学生とその保護者▼定員　各回２００人

▼参加費　無料◆申し込みは７月２６日
（月）までに（必着）、次の方法で。①同
館ホームページの「イベン
トガイド」－「申込方法」
から②はがきにイベント
名・開催日・郵便番号・住
所・氏名・電話番号・観覧者全員の氏名・
学生の方は学校名・学年・年齢を記入の
上、〒１８８－００１４、西東京市芝久保町５
－１０－６４、多摩六都科学館あて郵送を
　詳しくは同館緯４６９・６１００へ。


