
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.  4. 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

献血にご協力ください
　次の日程で献血を実施します。ぜひ、ご
協力をお願いします。なお、本人確認を実
施していますので、本人確認できる物をご
持参ください。
　▼日時　４月２３日（金）午前１０時～午後
４時（正午～午後１時１５分を除く）▼会場
　市民プラザホール
　詳しくは健康課予防係緯４７７・００３０へ。
４カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　▼日時　４月２２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　
２１年１２月１日～１２月２３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。
育児相談
　▼日時　４月２３日（金）午前９時半～午
後２時▼会場　わくわく健康プラザ▼内容
　育児の相談・体重測定▼対象　乳幼児と

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
子ども相談
　▼日時　４月２１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。
 

　☆幼児のつどい＝４月１５日（木）午前１０
時半～１１時半。３・４歳児。２２日（木）午
前１０時半～１１時１５分。２歳児。歌、体操、
オリエンテーション。
　☆絵本だいすき＝１６日（金）午前１１時～
１１時２０分。絵本の読み聞かせ、手遊び。３
歳前後の幼児とその保護者。指導は渡辺和
子氏、中林のり子氏。

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

　☆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。
　☆おはなし会＝２０日・２７日のいずれも火
曜日、午後３時半からが幼児。午後４時か
らが小学生。絵本の読み聞かせ。
　☆入学・進級おめでとう「わいわいスト
リート」＝　２８日（水）午後３時～４時１５
分。遊びのコーナー、スライム、クレープ。
幼児（４歳児以上）～小学生。　※４月１７日
（土）午前９時から参加整理券（無料、１５０
枚）を配布します。
 

　☆幼児のつどい＝４月１５日「歌、体操、
オリエンテーション」・２２日「しゃぼん玉遊
び」いずれも木曜日、午前１０時半～１１時半。
幼児。
　☆おはなしタイム＝１９日（月）午前１０時
半から。絵本の読み聞かせ、手遊び、手袋
人形。３歳児。
　☆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

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

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。
　☆すこやかタイム＝２６日（月）午前１０時
半～１１時半。体育遊び。３歳児。
 

　☆幼児のつどい＝４月１５日「はじめまし
て（参加手続き）」・２２日「みんなで遊ぼう」。
いずれも木曜日、午前１０時半～１１時半。幼
児。
　☆きらら＝１６日（金）午前１０時半から。
つどいの参加シールを作りながら、子育て
の情報交換しましょう。幼児。
　☆トランポリン＝２１日（水）午後２時か
ら。小・中学生。　※跳びやすい服装で。
　☆赤ちゃんとニコニコタイム＝２３日（金）
午前１０時半から。絵本の読み聞かせやわら
べ歌の後、情報交換しましょう（育児に関
する質問など、気軽にご相談ください）。零
歳児とその保護者。
　☆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

　人口と世帯　人口１１４，７５４人（男５６，８０７人　女５７，９４７人）　 世帯数５０，３０５＜平成22年４月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１，７３７人＜平成22年４月１日現在＞

ゴールデンウイーク期間の４月２９日、５月３日〜５日のごみ収集は
　ゴールデンウイーク期間の４月２９日、５月３日・４日・５日は祝日ですが、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】
　４月１８日・２９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）
　４月２５日＝おざき内科循環器科クリニック（幸町４－２－１、緯４７７・０５５５）
　【歯科】
　４月１８日・２５日・２９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）
　４月１８日・２９日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　４月２５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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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
めに平成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、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
は個別通知していますので、未接種の方
は早めに接種されることをお勧めいたし
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へお問い合
わせください。
　▼接種期間　４月１日～２３年３月３１日
　詳しくは同係へ。
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　楽しい野外活動を体験してわくわくし
よう。夏休みの後半を冒険で締めくくり
ましょう。
　▼日程　８月２１日（土）～２４日（火）
の３泊４日▼会場　国立信州高遠青少年
自然の家（長野県伊那市高遠町）▼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～中学生▼定
員　４８人（応募者多数の場合は抽選）▼

交通手段　貸し切りバス▼参加費　１万
２０００円▼保護者説明会　６月２０日（日）
午後１時から、スポーツセンターで▼参
加者準備会　６月２７日（日）と８月１０日
（火）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２０日（木）までに（必着）、は
がきに「わくわく冒険隊自然体験教室参
加希望」と書いて、住所・氏名・電話番
号・学校名・学年・生年月日・性別・保
護者名を記入して、〒２０３－００１１、大門
町２－１４－３７、スポーツセンター内、体
育協会あて郵送を
　詳しくは同協会事務局緯４７０・２７２２へ。

わくわく冒険わくわく冒険隊隊
自然体験教自然体験教室室

月１７日の毎週木曜日午前１０時～正午。６回
連続講座。子ども家庭支援センターで。西
部地域在住の乳幼児とその子育て中の専業
主婦の方で、６回連続で参加できる方。１２
人程度　※保育あり。◆４月１９日（月）午
前１０時から申し込み受け付け
 

　☆なかよし広場＝４月２０日（火）が第一
小学校、２７日（火）が第六小学校で。いず
れも午前１０時～１１時半。零歳～５歳児とそ
の保護者。スリッパを持参。遊具や絵本が
あります。育児の情報交換やしつけの話し
をましょう。地域のボランティアさんが一
緒に遊びます◆当日直接会場へ　※徒歩か
自転車で来場ください。
 

こどもの読書週間
　４月２３日（金）～５月１２日（水）の期間
は、こどもの読書週間です。
　（仮称）図書館友の会準備会の主催で、講
演会を実施します。中学・高校生の皆さん
も、ぜひご来場ください。
　▼日時　４月１８日（日）午後２時～３時
半▼会場　中央図書館視聴覚ホール▼講演
会テーマ　「ジュニア新書は学びの宝石箱」
▼講師　岩波書店編集長の森光実氏▼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。
ゴールデンウィークも図書館へ
　図書館では金曜日を除いて、祝日も開館
しています。連休中も平常通り開館してい
ますので、ぜひご利用ください。なお、祝
日の開館時間は午前１０時～午後５時です。
４月２９日は祝日のため、午後５時で閉館し
ます。
　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　４月２４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　種目に適した服装。道具のある方

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

 

　☆幼児のつどい＝４月１５日（木）午前１０
時半～１１時半。３・４歳児。２２日（木）午
前１０時半～１１時１５分。１・２歳児。オリエ
ンテーション（登録、体操、手遊び）。
　☆作ってあそぼう＝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。
　☆プラバン工作＝１９日（月）～２４日（土）
午後３時～４時。小学生、各日２０人。
☆赤ちゃんひろば＝２１日・２８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＝２１日（水）午後３時半か
ら。トーナメント戦。小学生。
 

　☆進級・進学を祝う会＝４月１７日（土）
午後２時～４時。みんなで進級・進学をお
祝いしよう（飲食あり）。小学生。
　☆ぴよぴよママの会＝２１日（水）午前１０
時～正午。助産師さんによる体重測定、子
育て相談。零歳児の親子。バスタオル、母
子手帳を持参。※兄弟姉妹の保育が必要な
方は事前にご相談ください。
　☆おはなしの日＝２１日（水）午後３時半
から。水曜お話し会による「手遊び、素話、
紙芝居」。小学生。
　☆幼児のつどい＝２２日（木）　 午前１０時
～１０時４０分。親子リズム遊び。幼児（うさ

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

ぎ）。午前１１時～１１時４５分。等身大の自分を
作ろう。幼児（あひる）。
　☆しゃべり場＝２４日（土）午後５時～６
時。行事「祭、クッキング、ダンスなど」
について。中学・高校生年代。
 

 

　☆わくわく赤ちゃん広場＝①「はいはい
の会」が４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
妹の保育は先着３人まで（予約制）。②「手
作り布おもちゃの会」が４月２０日（火）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。
裁縫箱を持参。４月か
ら、昨年好評だった「プ
チケーキ」を作ります。
　※保育はありません。
◆申し込みは同センタ
ーへ
　☆ＮＰ講座（第９期）＝「Ｎｏｂｏｄｙ’
ｓ　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、安全などを皆さんで
話します。グループワークをしながらママ
友達作りをします。楽しみながら子育てを
学び合い、自分らしい子育てをみつけまし
ょう。「脱、ひとりぼっち」。５月１３日～６

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

は持参を◆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。
第１１回オープン女子ダブルス卓球大会
～市卓球連盟主催
　▼日時　５月２２日（土）午前９時開場▼
会場　スポーツセンター▼種目　女子ダブ
ルス▼参加費　１組２,０００円▼競技方法　
３組または４組によるリーグ戦後、トーナ
メント戦◆申し込みは５月７日（金）まで
に（必着）、現金書留または郵便定額小為替
で、参加費と住所・氏名・年齢・電話番号
を記入した用紙を〒２０３－８７９９、東久留米
郵便局留、大森光男あて郵送を。電話また
は当日の申し込みは受け付けません　※申
し込み後の参加費の返金はしません。
　詳しくは同連盟・大森緯４７２・２３７７また
は木村緯４７４・８４４８へ。
第３６回市民ソフトバレーボール大会
～市ソフトバレーボール連盟主催
　▼日時　６月１３日（日）午前９時半開会
▼会場　スポーツセンター▼種目　男女混
合の部Ａ・Ｂ、女性の部▼参加費　１チー
ム１,０００円◆申し込みはスポーツセンター
受付に備え付けの要項をご覧のうえ、申込
書を５月７日（金）午後５時必着で
　詳しくは連盟事務局ホームページまたは、
原緯０９０・５４０５・９２２２へ。
会長杯ソフトボール大会
～市ソフトボール連盟主催
　▼日時　５月９日（日）午前８時から▼
会場　滝山球場▼参加費　１チーム１万円
（保険料含む。抽選会の際に持参してくだ
さい）▼抽選会　５月１日（土）午後７時
から中央図書館で◆申し込みと詳しくは同
連盟・赤羽根緯４７４・７１１０（夜間）へ
市民ハイキング
～市山岳連盟主催
　▼日時　５月９日（日）午前７時集合
（雨天中止。中止の場合は前日午後８時ご
ろまでに連絡）▼集合場所　東久留米駅２
階改札口前▼行き先　中央線沿線・百蔵山
（標高１,００３ｍ）▼歩行時間　約４時間半▼
対象　中学生以上▼持ち物　弁当、飲み物、
雨具、帽子ほか。山道に適した底の厚い靴
で参加を▼参加費　８００円（保険料含む）。
交通費実費２,５００円◆申し込みと詳しくは
４月２６日（月）までに岩田緯４７６・１０２８（午
後６時～７時）へ
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多重債務問題は必ず解決します

～消費者センターにご相談ください～
　多重債務とは、消費者金融からの借り
入れ、銀行、クレジットカードのキャッ
シングなどでお金を借り、返していくの
が困難な状態に陥っていることを言いま
す。誰にも相談できず、一人で問題を抱
え込んでしまうと、生活が行き詰まって
しまうことにもなりかねません。
　最近は、折り込みチラシや新聞、雑誌
などで簡単に借金が整理できるような広
告を多く見かけます。中には、電話をし
てきた方に高い手数料を請求するような
悪質業者や、これらの業者に加担する弁
護士もいるため、十分な注意が必要です。
公の機関に相談するか、信用できる弁護
士に相談するようにしましょう。
　消費者センターでは、話を聞いた上で
債務状況や本人の希望を取り入れながら、
最適と思われる機関に連絡、紹介してい
ます。多重債務でお困りの方は、すぐに
相談をして、生活を立て直すことを考え
ましょう。

■借金の解決方法
①任意整理＝返済を続けていくことを前
提とした債務整理の方法です。債務者の
収入や支払能力に応じて、業者と支払条
件を交渉します。
②特定調停＝簡易裁判所で行う任意整理
で、支払いのめどが立つことが前提条件
です。債務総額を確定した上で、将来利
息をカットして３年程度で返済する計画
を立てます。
③個人再生手続＝住宅ローンを除く債務
の額が３,０００万円以下で、「今後の安定収
入が見込める方」を対象として、生活の
再建を行います。住宅ローンの延長が可
能なため、住宅を手放さずに済みますが、
住宅ローンの返済は免除されません。
④自己破産＝多重の債務を抱えた方の最
後の救済手段です。不動産などの財産を
すべて処分し、ゼロからの再出発となり
ます。裁判所に申し立て、破産宣告をし
てもらいます。
　※弁護士などに依頼すると、借金の督
促は止まります(弁護士費用は分割可能
にしてもらえることが多いです）。

≪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

　地域の困りごとに、ボランティア市民活動団体と
ボランティアセンターとが一緒に取り組む企画やア
イデアを募集します。グループの力だけではやりき
れない課題を一緒に考え、講座やイベント、調査研
究などについて、役割分担して取り組みます。
　▼２１年度実施例　①施設ボランティアコーディネ

ーター研修＝ボランティアを受け入れる福祉施設の
コーディネーション理念とそのノウハウの研修を行
いました②傾聴ボランティア養成講座＝傾聴の知識
と技術を持つボランティアを育てました▼対象　市
内で活動する非営利の市民活動団体▼助成額　５万
円（上限）　 ※２事業を実施予定。▼期間　２３年３
月までに事業が終了するもの
　申し込みと詳しくは市社会福祉協議会ボランティ
アセンター緯４７５・０７３９へ。
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地域の困りごとを解決す地域の困りごとを解決するる
アイデア・企画を募集しまアイデア・企画を募集しますす
（地域協働事業（地域協働事業））



 

下里コミュニティ図書室
実務担当者を募集
　▼対象　コミュニティ活動に関心があり、
市内在住で簡単なパソコン操作ができる方
▼勤務場所　下里コミュニティ図書室▼勤
務時間　火曜～日曜日の午後１時～５時
（土曜・日曜日、夏休み期間は午前１０時か
ら）。ローテーション制。２２年６月１日以降
の採用を予定▼募集人員　１人◆申し込み
は４月３０日（金）までに（必着）、履歴書
（写真添付）を、〒２０３－００４４、柳窪５－
１－２５、下里コミュニティ図書室あて郵送
を
　詳しくは同図書室緯４７３・８８３９へ。
シルバー人材センター会員募集
あなたの知識・技能・経験を活かしませんか
　働くことで健康を維持し、喜びを味わい、
仲間を作ってみませんか。まずは入会説明
会にご来場ください。
　▼資格　おおむね６０歳以上の健康で働く
意思のある方▼入会説明会　４月２１日（水）、
同センター２階会議室（下里４－１－４４）

にて、午後１時半から２時間程度　※毎月
開催しています。▼持ち物　年度会費２０００
円、顔写真（３cm×２.５cm）１枚、筆記用
具、郵便貯金通帳、認め印、筆記用具
　詳しくは同センター　緯４７５・０７３８へ。
 

市民プラザロビーコンサート
～クラシックギター・優しい音色で奏でる
名曲集～
　▼日時　４月２４日（土）午後２時～３時
▼会場　市役所１階屋内ひろば▼出演　土
田直之氏▼曲目　「アルハンブラの思い出」
「アストゥリアス」、アイルランド民謡より
「サリーガーデン」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。
多摩六都科学館
①ＧＷ特別イベント「ロクト・ロ
ボットパーク」
　ロボットの仕組みや原理を学べるトイロ
ボットや、二足歩行ロボットのデモンスト
レーションを通して、ロボットの面白さを
体験してみよう。
　▼日時　４月２９日（祝）～５月９日（日）
午前１０時～閉館時刻（入館受け付けは午前
９時半～閉館６０分前まで）　 ※期間中の休
館日は４月３０日（金）、５月６日（木）・７
日（金）。　▼会場　多摩六都科学館イベン
トホールほか▼参加費　無料。ただし、ほ
かに展示室券として大人５００円、小人（４歳
～高校生２００円が必要です◆当日直接会場
へ
◎関連イベント「マノイ実演ショー」
　▼内容　ロボット開発者による講演と参
加希望者によるロボット体験操縦（二足歩
行ロボットのサッカー）を行います▼日時
　５月３日（祝）・４日（祝）①午前１０時４０
分から②午後１時半から③午後４時から　
※所要時間は約６０分。▼講師　株式会社Ｍ
ＡＮＯＩ企画の岡本正行氏◆当日直接会場
へ
②プラネタリウム特別投影番組
「めざせ！　プラネタクイズマスター」
月コース
　次々に出題される三択クイズにチャレン
ジできる、参加型のプラネタリウム番組で
す。春夏秋冬の星空紹介もあります。内容
は小・中学年以上の方向きです。
　▼日時　４月２４日、５月８日・２２日、い
ずれも土曜日の午後３時５０分から　※所要
時間は約５０分。▼会場　同館サイエンスエ
ッグ（プラネタリウムドーム）
　詳しくは同館緯４６９・６１００へ。
 

青い鳥郵便はがきを無償配布します
　郵便事業株式会社では、身体障害者およ
び知的障害者の福祉に対する理解と認識を
深めることを目的として、重度の身体障害
者および重度の知的障害者で希望する方に、
通常郵便はがき２０枚を青い鳥をデザインし
たオリジナル封筒に納入し、無料で差し上

ガ イ ド

げます。
　▼配布対象　重度の身体障害者（１級ま
たは２級の方）、重度の知的障害者（療育手
帳に「Ａ」または１度、２度と表記されて
いる方）◆申し込みは５月３１日（月）まで
に、身体障害者手帳または療育手帳を郵便
局または郵便事業株式会社の支店窓口で提
示し、所定の申込書を提出してください（代
理の方の提出、郵送での提出も可）
　詳しくは郵便事業株式会社東久留米支店
緯４７３・８１４１へ。
「都民劇場」春の会員募集
　都民劇場は、演劇・ミュージカル・歌舞
伎など、話題の舞台が手ごろな料金でご覧
になれる６０年の歴史を持つ会員制の鑑賞団
体です。ただ今、４月～９月の期間におけ
る充実したプログラムを揃えて会員を募集
しています。４月公演からの入会は、入会
金を５００円に割り引きます。案内書（無料）は
電話で請求してください。
　詳しくは財団法人都民劇場緯０３・３２８９・
４６２１へ。
中小企業者向け省エネ促進税制
～法人事業税の減免申請のご案内
　都では、中小企業者が地球温暖化対策の
一環として行う省エネルギー設備などの取
得を税制面から支援するため、都内の中小
規模事業所などにおいて、特定の省エネル
ギー設備などを取得した場合に、法人事業
税、個人事業税を減免します。
　▼対象　「地球温暖化対策報告書」などを
提出した中小企業者（資本金１億円以下の
法人など）▼対象設備　次の要件を満たす
もの。①温室効果ガス総量削減義務対象外
の事業所において取得されたもの②「省エ
ネルギー設備および再生可能エネルギー設
備」（減価償却資産）で、環境局が導入推奨
機器として指定したもの▼減免額　設備取
得価額（上限２,０００万円）の２分の１を、取
得年度の事業税額から減免。ただし、当期
事業税額の２分の１を限度（減免しきれな
かった額は、翌年度の事業税額から減免可）。
　減免手続きなど、詳しくは都主税局法人
課税指導課法人事業税係緯０３・５３８８・２９６３
へ。
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出演の土田直之氏
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　車上狙い（車内などでの金品の盗難）
が市内において増加しています。
　主に無施錠の車や、車外から小銭やバ
ッグなどが見えているような車が狙われ
ています。また、最近は特に、車内のゴ
ルフバッグが狙われる被害が多くなって
います。
　防犯対策として、次の点に心掛けまし
ょう。
　▼車から離れるときは、短時間でもド
アロックする＝自動販売機や店舗等にち
ょっと立ち寄るときも、必ずドアロック
をしてください。２１年上半期は、ドアロ
ックをしない状態での被害が全体の
71.4％を占めています。
　▼車内にバッグなどを放置しない＝現
金、貴重品、バッグ等を車内に置いたま
ま車から離れないようにしてください。
ドアロックをしていても、車外から小銭

やバッグなどが見えると、車上狙いのタ
ーゲットになります。
　▼警報ブザーの活用を＝窓ガラスの破
壊や衝撃、不正なドアの開閉に反応する
警報ブザーを設置すると効果があります。
また、車外から見えるところに「警報装
置設置」などの標示物を置いておくのも
一つの方策です。
○防犯のため、門灯をつけましょう
　犯罪者は、顔や姿を見られ、覚えられ
ることをとても嫌います。明るい場所を
増やすため、夜間における玄関先の門灯
を点灯していただくよう、お願いします。
　また、個々の家のみだけでなく、地域
で一斉に実施することで、より効果的な
防犯対策となります。自治会等各団体の
ご協力をお願いします。
　詳しくは防災防犯課防災防犯係緯４７０・
７７６９へ。

「車上狙い」にご注意ください

スポーツセンターで開催された選手権大会・決勝の様子

スポーツセンターで
スポーツクライミングの
全日本ユース選手権が
開催されました

スポーツセンタースポーツセンターでで
スポーツクライミングスポーツクライミングのの
全日本ユース選手権全日本ユース選手権がが
開催されまし開催されましたた

　スポーツセンター１階の第一体育室に、
クライミングウオールが設置されている
のをご存じですか。高さ１３ｍ、幅６ｍの
前傾する壁は、下から見ると覆いかぶさ
ってくるようです。
　このクライミングウオールを使用して、
３月２６日（金）・２７日（土）の２日間、ス
ポーツクライミングの「第１３回ＪＦＡユ
ース日本選手権」が行われました（主催
は日本フリークライミング協会）。
　北は北海道から南は九州の長崎・大分
県まで、全国から集まった１６９人の若いク
ライマーが、男女それぞれジュニア（１９９１
年、９２年生まれ）、ユースＡ（１９９３年、９４
年生まれ）、ユースＢ（１９９５年、９６年生ま
れ）、アンダー・ユースＢ（１９９７年、９８年
生まれ）の４つのカテゴリー（１２歳～１９
歳）に分かれて、各自の技術と体力を競
い合いました。東京都からは１１人がエン

トリーし、東久留米市内でもジュニア（女
子）に大学生が１人、ユースＢ（女子）
に大門中学校の１年生が１人参加しまし
た。　
　競技では、軽快な音楽が流れる中、各
選手が前傾壁（オーバーハング）の難所
に挑むと、見つめる観客から「ガンバ、

ガンバ（頑張れ）」との声援が上がるなど、
選手と観客が一体となって盛り上がる様
子が印象的でした。
　なお、東久留米市は、２５年に行われる
「東京国体」の山岳（クライミング）競
技の開催市となっています。市では、国
体開催に向けて準備を進めています。


