
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.  5.  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

脳の健康教室
　簡単な読み書き計算で、脳の健康維持と
認知症予防に取り組む教室です。
　▼内容　ドリルを使った簡単な読み書き
計算学習、参加者同士の交流など▼日程　
祝日を除く６月２１日～１２月１３日の月曜日。
午前中１時間程度▼会場　中央町地区セン
ター▼対象　６５歳以上で１人で会場に通う
ことができる方▼定員　先着２０人▼費用　
無料◆申し込みは５月１７日（月）午前９時
から電話で介護福祉課地域ケア係（内線
２５０１、２５０２）へ
　詳しくは同係へ。
第４７回市民のための医療講座
～東久留米医師会・東久留米市歯科医師会・
東久留米市薬剤師会主催
　▼テーマ　「基礎からわかる感染症～ウ
イルスの話から抗生剤の正しい使い方まで
～」▼日時　５月２９日（土）午後２時～４
時▼会場　市役所７階７０１会議室▼内容・講
師　①講演１が「感染
症ってなに」。　講師は
おかの内科クリニック
院長の岡野良氏②講演
２が「感染症はどうや
って治すの」。講師は石
橋クリニック院長の石橋幸滋氏③講演３が
「感染症にかからないためにはどうしたら
いいの」。講師は山口内科・呼吸器科クリニ
ック院長の山口規夫氏▼司会　石橋クリニ
ック院長の石橋幸滋氏▼入場料　無料▼定
員　先着１５０人◆当日直接会場へ
　詳しくは健康課予防係緯４７７・００３０へ。
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期が１歳児、２期が幼
稚園や保育園などの年長児）に変わりまし

た。また、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期の対象は、３期が中
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）、４期が高校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）です。
　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。対象者には個
別に通知をしますので、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　２３年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　６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
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１月１４日～２月３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　５月２０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９月２１日～１０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。
３歳児健康診査
　▼日時　５月２７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４月１８日～５月１０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。
子ども相談
　▼日時　５月１９日（水）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
 

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。
 

　☆折り紙教室＝５月１８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。
　☆おはなし会＝１８
日・２５日、いずれも
火曜日の午後３時半
からが幼児、４時か
らが小学生。絵本の
読み聞かせ。
　☆卓球大会＝１９日（水）午後３時半から
（３時１５分集合）。トーナメント戦。小学３
年～６年生。
　☆幼児のつどい＝２０日（木）午前１０時半
～１１時半が「遊具で遊ぼう」。３・４歳児。

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

２７日（木）午前１０時半～１１時１５分が「触れ
合い遊び」。２歳児。
　☆絵本だいすき＝２１日（金）午前１１時～
１１時２０分。絵本の読み聞かせ、手遊び。３
歳前後の幼児。講師は渡辺和子氏、中林の
り子氏。
 

　☆ぽかぽかタイム＝５月１９日（水）午前
１０時半からが零歳児、午前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＝１９日・２６日、いずれも水曜
日の午後３時から。囲碁に挑戦しよう。小・
中学生。指導は囲碁連盟。
　☆幼児のつどい＝２０日が「親子ふれあい
あそび」、２７日が「ミニシアター」。いずれ
も木曜日の午前１０時半から。幼児。
　☆すこやかタイム＝２４日（月）午前１０時
半から。体育遊び。３歳児とその保護者。
　☆ハッピータイム＝２６日（水）午前１０時
半から。零歳児（はいはい前まで）とその
保護者、７組。ベビーマッサージ講習。講
師は小山那智氏。申し込み受け付け中。

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

　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】
　５月１６日＝いくせ医院（新川町１－４－１８､緯４７１・２３０４）
　５月２３日・３０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】
　５月１６日・２３日・３０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）
　５月１６日・３０日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　５月２３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。

【 主 な 問い合わせ先【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】】
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土金木水火月日

５５４３２１

１１２２１１１０９８７６６

１１９９１８１７１６１５１４１１３３

２２６６２５２４２３２２２１２２００

３０２９２８２２７７
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土金木水火月日

１１

８８７６５５４４３３２２

１１５５１４１３１２１１１０９９

２２２２２１２０１９１８１７１１６６

２２９９２８２７２６２５２４２４　
３　３１

２２３３　
　３３００

　人口と世帯　人口１１４，９７５人（男５６，８８７人　女５８，０８８人）　 世帯数５０，５２０＜平成２２年５月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１，７７６人＜平成２２年５月１日現在＞



5
土金木水火月日
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３　３１

２３２３　
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6
土金木水火月日

５５４３２１

１１２２１１１０９８７６６

１１９９１８１７１６１５１４１１３３

２２６６２５２４２３２２２１２２００

３０２９２８２２７７

　☆ミニサッカー大会＝２６日（水）午後３
時半から。小学生、先着３０人。スパイク禁
止。雨天中止。　※５月１９日（水）から申し
込み受け付け。
 

 

　☆わくわく赤ちゃん広場＝「はいはいの
会」。５月２６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（予約制）。
　☆手作り布おもちゃの会＝５月１８日（火）
午前１０時～正午、子ども家庭支援センター
で。裁縫箱を持参。乳幼
児とその保護者。　※保
育はありません。申し込
みは同センターへ。
　☆なかよし広場＝５月２１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。育児の情報交換やしつけの
話など。地域のボランティアと一緒に遊び
ましょう。スリッパを持参。当日直接会場
へ（徒歩か自転車で来場を）。
 

　☆なかよし広場＝第一小学校が５月１８日
（火）、第六小学校が５月２５日（火）。いず
れも午前１０時～１１時半。零歳～５歳児とそ
の保護者。育児の情報交換やしつけのお話
し。地域のボランティアと一緒に遊びまし
ょう。スリッパを持参。当日直接会場へ
（徒歩か自転車で来場を）。
 

スポーツ体験講習「水泳」
～市水泳連盟
　▼日時　５月２２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
　※当日は水着、水泳キャップを持参して
ください。◆当日直接会場へ

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・０９２０

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

 
　
　☆トランポリンの日＝５月１９日（水）午
後２時から。小・中学生。　※跳びやすい服
装で。
　☆幼児のつどい＝２０日が「リズム遊び」、
２７日が「シャボン玉遊び」。いずれも木曜日
の午前１０時半～１１時半。
幼児。
　☆きらら＝２１日（金）
午前１０時半～１１時半。
幼児のつどいの参加シ
ールを作りながら、子
育ての情報交換をしま
す。幼児。
　☆おはなしの日＝２６日（水）午前１１時か
ら。手遊びと絵本の読み聞かせ。幼児。　
　☆赤ちゃんとニコニコタイム＝２８日（金）
午前１０時半～１１時半。絵本の読み聞かせ、
わらべ歌、子育ての情報交換。零歳児とそ
の保護者。
 

　☆おはなしの日＝５月１８日（火）午前１１
時からが「絵本の読み聞かせ」「手遊び」、
２５日（火）午前１０時半～１１時１５分が「お母
さんと絵本」。図書館職員による絵本の紹介。
幼児。
　☆赤ちゃんひろば＝１９日・２６日、いずれ
も水曜日の午前１０時～正午。楽しく交流し

（ ）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

ませんか。零歳児とその保護者。
　☆幼児のつどい（合同）＝２０日（木）「春
の遠足～堂阪公園」。午前１１時（現地集合）、
午後零時半（現地解散）。１歳～４歳児。弁
当、水筒（飲み物）、おやつ、敷物、おしぼ
りを持参。　※雨天の場合は５月２７日（木）
に延期。２０日（木）のつどいはありません。
詳細は同館へ。
　☆つくってあそぼう＝２１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＝２５日（火）午後２時半～
４時。小学生。指導は本多秀子氏。
 

　☆ぴよぴよママの会＝５月１９日（水）午
前１０時～正午。体重測定、子育て相談など。
零歳児とその保護者。バスタオル、母子手
帳を持参。　※兄弟姉妹の保育が必要な方
は事前に予約をしてください（先着３人）。
　☆おはなしの日＝１９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＝２０日（木）が「春の遠
足～六仙公園」（合同）。午前１０時半に現地
集合、１１時半に現地解散。１歳～４歳児。
２７日（木）の①午前１０時～１０時４０分が「リ
ズム遊び」。１・２歳児②午前１１時～１１時４５
分が３・４歳児。　※５月２０日が雨天の場合
は、２７日の予定と入れ替わります。
　☆中高生バドミントン大会＝２２日（土）
午後５時から。トーナメント戦。中学・高
校生年代。当日受け付け。

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

　詳しくは生涯学習課スポーツ振興係緯
４７０・７７８４へ。
 

読み聞かせボランティア入門講座
　初めて読み聞かせボランティアをする方
のための講座です。絵本編と紙芝居編があ
ります。対象は２回とも参加できる方で、
いずれも申し込み制です。
　▼日時　①絵本編＝第１回が６月１日
（火）、第２回が６月８日（火）②紙芝居編
＝第１回が６月３日（木）、第２回が６月１０
日（木）。時間はいずれも午前１０時～１１時半
▼会場　中央図書館集会室▼定員　①②の
いずれも２０人◆申し込みは５月１５日（土）
から、直接または電話で同館へ
　詳しくは同館緯４７５・４６４６へ。
 

認知症サポーター養成講座
認知症について正しい知識を学びませんか
　認知症サポーターとは、認知症について
正しい理解を持ち、地域で生活している認
知症の方やその家族の方を温かくみまもり、
自分にできる範囲で支援する方をいいます
（資格取得の講座ではありません）。認知症
サポーター養成講座は全国的に展開されて
います。
　▼日時　６月１１日（金）
午後２時～４時（１時４０
分から受け付け）▼会場
　わくわく健康プラザ講堂▼内容　①認知
症の正しい理解や接し方について②サポー
ターとしてできることなど▼対象　市内在
住・在勤の方で認知症サポーター養成講座
を受講したことのない方▼定員　先着１００
人▼費用　無料◆当日直接会場へ（申し込
み不要）　 ※受講修了者には、認知症サポ
ーターの目印となる「オレンジリング」を
差し上げます。同じ講座を１１月５日（金）
に市民プラザホールでも予定しています。
　詳しくは介護福祉課地域ケア係（内線
２５０１、２５５７）へ。
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知らないうちに「リボ払い」に
なっていた！
　Ｑ．銀行で勧められ、クレジット機能
付きのカードを作りました。買い物のた
びに「１回払い」を指定していたのに、
送られてきた明細書を見るとすべてリボ
払いになっていました。このような場合、
手数料を返してもらうことはできますか。
　Ａ．クレジットカードの支払い方法に
は、手数料がかからない「翌月一括払い」、
ボーナス時に支払う「ボーナス払い」、金
利手数料がかかる「分割払い」、いくら利
用しても毎月一定額を返済していく「リ
ボルビング払い（以下、リボ払い）」があ
ります。この相談者は、リボ払いがどう
いうものかも知らず、勧められるままに
「毎月５，０００円」のリボ払いに設定して
いました。
　「翌月一括払い」と違って、「分割払い」
と「リボ払い」には、分割手数料が掛か
ります。「分割払い」は、個々に買った支
払額と返済が終わる時期を把握しやすい
のですが、「リボ払い」は、毎月一定額し
か払わないため、追加で買い物をした分

の返済が加算され、返済期間もどんどん
長くなっていき、金利手数料もかなり高
くなります。カード会社は、手数料収入
を得やすいので、キャッシュバックなど
の特典をつけて「リボ払い」を勧めてき
ます。「リボ払い」は、店頭では一括払い
として扱われてしまうため、今回のケー
スのように、初めに「リボ払い」と設定
してしまうと、本人がいくら店頭で「一
括払い」と指定しても、手数料が掛かっ
てしまいます。
　カードを作った時に、事業者が消費者
にとって不利益な事実をわざと告げなか
ったなど、消費者契約法に触れるような
行為をした場合には、返金の可能性があ
りますが、利用者側にも落ち度があるこ
とが多く、返金を求められるかどうかは
ケース・バイ・ケースです。
　クレジットカードは便利で手軽な反面、
使い方を間違えると多重債務に陥る原因
となってしまいます。クレジットカード
と上手に付き合うためにも、正しい使い
方を心がけましょう。

≪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）
☎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
☎０５７０・０６４３７０

　ライターとして働きたい、広報紙な
どの編集にかかわりたい、文章が苦手
という人のための文章ナビ講座です。
取材記事の書き方を主に手ほどきしま
す。　　
　【日時】６月１１日・１８日、いずれも金
曜日の午前１０時～正午
　【会場】市役所７階７０２会議室ほか
　【講師】企画・編集事務局「いしぷ
ろ」代表の石井栄子氏
　【定員】２４人（応募者多数の場合は抽
選）

　【参加費】無料　
　　※２歳～未就学児の保育あり。
　　申し込みは６月３日（木）までに
（必着）、往復はがきに氏名（ふりが
な）・住所・電話番号（ファクス番号）・
保育が必要な方はお子さんの氏名（ふ
りがな）と年齢を記入の上（返信表面
にも住所・氏名を書いて）、〒２０３-００５３、
本町３－９－１－１０２、男女平等推進セ
ンターあて郵送を
　詳しくは同センター緯４７２・００６１（火
曜日休館）へ。

楽しくめざそう！ ライター楽しくめざそう！　ライターをを

「ライター入門ナビ「ライター入門ナビ」」

～フィフティ２（男女平等推進センター）主催

　６月前後はカラスの
繁殖期です。カラスの
多くは、卵やひなを守
るために、巣やひなに
近づくと威かくなどを
してきます。
　また、多くのカラス

は、えさの捕れる周辺に生息します。えさとなり
やすい生ごみを少なくするなどの、ごみの出し方
を工夫することが大切です。
　カラスに威かくなどされないために、次のよう
な予防対策をしましょう。
　●カラスを刺激しない
　●巣やひなに近づかない
　●帽子や日傘で身を守る
　詳しくは環境政策課緯４７０・７７５３へ。

カラス被害の予防カラス被害の予防はは



保育付き家庭教育講座
「安心？　安全？　消費生活講座」
～市・ＮＰＯ法人東久留米市文化協会共催
　保険や年金の仕組みや、悪質商法の撃退
法、救済法について、一緒に考えましょう。
　▼日時　全２回。①６月１６日②６月２３日、
いずれも水曜日の午前１０時～正午▼会場　
生涯学習センター▼講師　①が消費者啓発
員の黒川正美氏、②が同啓発員の山本いく
子氏▼定員　先着４０人▼費用　無料　※満
２歳～未就学児の保育あり、先着１５人。保
育を希望する方は５月２８日（金）までに要
予約。◆申し込は５月１７日（月）から、電
話またはファクスでＮＰＯ法人東久留米市
文化協会緯４７７・４７００へ　※電話での受け
付けは、平日午前９時～午後５時。ファク
スの場合は氏名・住所・電話番号・保育の
有無（有の場合はお子さんの氏名・年齢を
書いて）を記入の上、送信を。
　詳しくは同協会へ。
 

はっぴぃｍａｍａとあかちゃんの部屋
　１歳半までのあかちゃんとママが自由に
過ごせる、飲食可のフリースペースです。
お友達作りの場、情報交換の場として、ご
利用ください（妊娠している方もどうぞ）。
　▼日時　５月１７日（月）午前１０時～午後
４時（毎月１回開催）▼会場　東部地域セ
ンター２階和室▼利用料　無料◆当日直接
会場へ
　詳しくは東部地域センター緯４７０・８０２０
へ。
市民プラザ・ロビーコンサート
～癒（いや）しと情熱のジャズ・オーボエ～
　▼日時　５月２９日（土）午後２時～３時
▼会場　市役所１階屋内ひろば▼出演　Ｍ
ＩＮＡＭＩ&ＭＩＫＩ▼曲目　「リベルタ
ンゴ」「スペイン」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。

主演の「ＭＩＮＡＭＩ&ＭＩＫＩ」
 

防災無線を使用した「夕焼けチャ
イム」の放送時間を変更します
　６月１日（火）から、防災行政無線で毎
日放送している夕焼けチャイムの放送時間
が、次の通り変更になります。
　▼放送月・放送時間　①４月～９月の夏
季は午後５時半②１０月～３月の冬季は午後
４時半
　詳しくは同課防災防犯係（内線２２２３）へ。
振り込め詐欺にご注意ください！
　最近、振り込め詐欺が急増しています。
いつも使われる手口は、次の通りです。
◆犯人が、息子の名前を名乗って「携帯電
話の番号が変わった」
◆「インフルエンザ・風邪（かぜ）で声が
変わっている」
　特に最近では、警察官や裁判所職員を装
った次のような手口も発生しています。
◆「警察署の者ですが、振り込め詐欺の犯
人を検挙したら、あなた名義の○○銀行の
口座が使われています。捜査のために必要
なので、あなたの暗証番号を教えてくださ

い。」
　このような不審な電話などを受けた場合
は、すぐ１１０番してください。
　詳しくは田無警察署生活安全課防犯係緯
４６７・０１１０（内線２６１２）、または市防災防犯
課防災防犯係（内線２２２３）へ。
２３年度に使用する市立小学校教科
書の展示会
　２３年度から市立小学校で使用する教科書
を採択するため、その対象となる見本を展
示します。
　▼展示日時　月曜・日曜日を除く、５月
１８日（火）～６月１日（火）の午前９時～
午後４時半▼会場　教育センター資料室
（東本町８－１４、成美教育文化会館５階）
　詳しくは指導室緯４７０・７７８１へ。
段差解消ブロックなどは置かない
でください！
　玄関や駐車場と道路の段差を解消するた
め、段差解消ブロックや鉄板などを道路上
に設置しているケースが多く見られます。
　これらの行為は、道路法に違反するほか、
歩行者などの事故において、設置した方の
責任も問われる場合があります。また、雨
の日には雨水の流れを止めてしまい、道路
の排水機能を損ねることにもなります。
　道路との段差を解消するには、切り下げ
工事（申請が必要です。工事費は自己負担
となります）をするなど、適切な方法をお
願いします。
　詳しくは施設管理管理調整担当緯４７０・
７７６４へ。
社会福祉協議会会員増強運動が
始まります！
　社会福祉協議会は、市民の皆さんが住み
慣れた家や街で安心して心豊かな地域生活
が送れるように、地域に根ざした福祉事業
を展開し、地域福祉の推進に努めています。
　今年も多くの市民の皆さんに協議会の趣
旨や事業に賛同していただき、会員として
参加いただけるよう、５月２０日（木）～７
月３１日（土）を会員増強運動期間としてい
ます。
　一人ひとりの参加から
「福祉のまちづくり」が
始まります。ご理解とご
協力をお願いします。
　▼会員区分と会費額　
正会員が１,０００円以上、特別会員が５,０００円
以上
　詳しくは同協議会緯４７１・０２９４へ。
社会福祉協議会の
弁護士無料法律相談
６月は１３日（日）
　社会福祉協議会では、弁護士による無料
法律相談を毎月第２日曜日に実施していま
す。事前予約制につき、希望する方は次の
内容を確認の上、申し込みください。
　▼対象　市内在住で、①６５歳以上の方　
②知的・精神に障がいのある方　③前記①
②の親族および関係者など▼内容　遺言、
相続、成年後見制度・任意後見制度、権利

侵害、そのほか権利擁護に関すること▼相
談日　６月１３日（日）午後２時から▼相談
時間　１件４０分・４件まで　※先着順。▼
会場　中央町地区センター◆申し込みは５
月１７日（月）午前８時半から電話で同協議
会地域福祉係緯４７９・６２９４へ
　詳しくは同係へ。
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。
　▼説明会日時　５月１９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、緊急連絡先
　詳しくは同センター緯４７５・０７３８へ。
 

笑いで伝えるエコロジー
林家ライス・カレー子の「環境漫才」
～第１４回市環境フェスティバル
　社団法人東村山法人会社会貢献委員会で
は、第１４回東久留米市環境フェスティバル
に併せてイベントを行います。当日は、環
境省の環境カウンセラーでもある林家ライ
ス・カレー子さんをお招きし、環境を題材
とした漫才を行っていただきます。お誘い
合わせの上、ご参加ください。
　▼日時　６月２０日（日）午後２時～３時
半▼会場　市民プラザホール▼対象　小学
４年生以上（小学生は保護者同伴）▼入場
料　無料◆当日直接会場へ
　詳しくは同法人会事務局緯０４２・３９４・
７６５４へ。
公立昭和病院の職員を募集
　公立昭和病院では、２３年４月１日付けで
採用を予定する職員を次の通り募集します。
　▼応募職種　看護師・助産師▼選考日　
第１回は６月５日（土）▼申し込み期限　
５月２８日（金）▼採用選考案内・申込書な
どの配布　同病院総務課人事係で配布しま
す（同病院ホームページからも取得できま
す）　 ※申し込み方法、採用人員、応募資
格、試験日など、詳細は必ず採用試験（選
考）案内で確認してください。
　詳しくは公立昭和病院総務課人事係緯
４６１・００５２（内線２２４８）へ。
 

少年相談所を開設します
　警視庁では、子どもの非行問題や犯罪の
被害などで悩んでいる方のために、少年相
談所を開設します。また、警視庁少年相談
室では、年間を通じて電話による少年相談
も受け付けています。なお、相談は心理専
門職員が「秘密厳守」「無料」で行います。
　▼開設日時　５月２８日（金）～３０日（日）

ガ イ ド

◆公立昭和病院ホームページアドレス
http://www.kouritu-showa.jp/

の午前１０時～午後５時▼会場　そごう八王
子東側６階特設会場（ＪＲ中央線八王子駅
から徒歩１分）
○電話による相談（ヤング・テレホン・コ
ーナー）
　▼相談電話番号　０３・３５８０・４９７０▼電話
相談受け付け時間　月曜～金曜日が午前８
時半～午後８時、土曜・日曜日、祝日が午
前８時半～午後５時
　詳しくは警視庁少年育成課少年相談係緯
０３・３５８１・４３２１（内線３０７３２～３０７３４）へ。
自動車税の納付は５月３１日までです
　自動車税は、毎年４月１日現在、車検証
に記載されている所有者（割賦販売の場合
は使用者）に課税されます。５月３１日（月）
までに納付をお願いします。
　都の自動車税は、金融機関・郵便局など
の窓口のほか、コンビニエンスストア、金
融機関などのペイジー対応のＡＴＭ、イン
ターネットバンキングやモバイルバンキン
グでも納付できます。なお、金融機関など
のペイジー対応のＡＴＭ、インターネット
バンキングやモバイルバンキングで納付し
た場合は、納付確認ができ次第（おおむね
２週間後）、はがきサイズの継続検査等用
（車検用）の納税証明書を郵送します。
　詳しくは多摩自動車税事務所緯０４２・５２２・
８２７１へ。
スカイタワー西東京で
身近な電波とふれあおう！
　総務省が主唱する「情報通信月間」の参
加行事として、電波や無線に関するイベン
トを開催します。施設の一部を公開し、ラ
ジオ工作教室やアマチュア無線体験なども
行います。
　▼日時　５月２９日（土）午前１０時～午後
５時▼会場　スカイタワー西東京（西東京
市芝久保町５－８－２）▼入場料　無料◆
当日直接会場へ　※詳細は株式会社田無タ
ワーホームページを参照してください。
　詳しくは同社広報企画室緯４６７・１１８７（月
曜～金曜日の午前９時～午後６時）へ。
 

◆田無タワーホームページアドレス
http://www.skytower195.com
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　現在工事中の東久留米駅北口連絡通路
は、５月末に使用開始を予定しています。
　これに併せて東久留米駅前商店会では、
「北口オープン記念スペシャルイベン
ト」を実施します。
　当日は、豚汁や動物風船のプレゼント
などのほか、北口駅舎フォトモザイクの

お披露目も予定されています（プレゼン
トは無くなり次第終了）。
　【日時】５月２９日（土）正午から
　【会場】東久留米駅北口前
　詳しくは同商店会（ＰＵＲＥ〈ピュア〉
ハウスたけうち）緯４７１・０００７へ。

～東久留米駅前商店会主催～

東久留米駅北口オープン記念
スペシャルイベントを開催します
東久留米駅北口オープン記東久留米駅北口オープン記念念
スペシャルイベントを開催しまスペシャルイベントを開催しますす


