
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

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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【 主 な 問い合わせ先【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】】
○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）

○中央公民館　緯４７３・７８１１（午前９時～午後１０時。休館日は月曜日と年末年始）
○消防署　緯４７１・０１１９（一般事務は市役所と同じ時間）
○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　▼田無警察署　　　　　　緯４６７・０１１０

　人口と世帯　人口１１４，８８４人（男５６，９０９人　女５７，９７５人）　世帯数５０，２８５＜平成２１年１２月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１，７８８人＜平成２１年１２月１日現在＞

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２０日・２７日・２２年１月１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＝おざき内科循環器科クリニック（幸町４－２－１、緯４７７・０５５５）
　１２月２７日＝小笠原医院（本町１－２－３、緯４７１・００５６）
　１２月３０日＝たかはしクリニック（本町２－３－４、緯４７９・１８００）
　１２月３１日＝いくせ医院（新川町１－４－１８、緯４７１・２３０４）
　２２年１月２日＝山口内科・呼吸器科クリニック（本町３－１２－２、緯４７２・２３８６）
　【歯科】
　１２月２０日・２３日・２７日・２９日・３０日・３１日、２２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２０日・２７日・３０日、２２年１月１日・３日＝滝山病院（滝山４－１－１８、
　　緯４７３・３３１１）
　１２月２３日・２９日・３１日、２２年１月２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（１２月２９日〈火〉～２２年１月１日〈祝〉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）

市役所の窓口・施設の年末年始業務日程は7面に年末年始特集－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

●が収集日です

ごみ収集年末年始カレンダー

　１２月２３日は水曜日の祝日、２２年１月１１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年末は12月29日日（火）（火）まで・年始は１月４まで・年始は１月４日日（月）（月）からから

公立昭和病院
　公立昭和病院では増改築工事に伴い、１２月２８日（月）を休診とし、替わりに１２月２６日
（土）に一般外来診療を通常通り行います。なお、１２月２７日（日）～２２年１月３日（日）
の期間は、一般外来診療を休診します。また、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）につき、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、あらかじめ同病院緯４６１・
００５２（お掛け間違いのないよう、ご注意ください）へ問い合わせてください。
多摩小平保健所
　１２月２９日（火）～２２年１月３日（日）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

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

年始開始日年末最終日
２２年１月４日（月）から１２月２８日（月）まで

収　集　日申し込み日
１２月２９日（火）までに収集します１２月２２日（火）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２４日（木）～２８日（月）

表２　し尿のくみ取り日程

表１　粗大ごみの収集日程

①休日診療所の混雑をできるだけ避けるため、症状がある場合は休日まで待たず、

早期に「かかりつけ医」を受診してください

②休日診療所は、突然の発熱・腹痛・下痢・おう吐など、急性の症状が出現した方

が受診する機関です

③設備や、できる治療も限られています。薬の処方も最低限の日数しか、お出しで

きません

　皆さんのご理解とご協力をお願いします。

休日診療所等のかかり方
　新型インフルエンザの流行に伴い、最近休日診療を受診する方が増え、待
ち時間が長くなり、市民の皆さんにはご迷惑をお掛けしています。そこで、
待ち時間緩和のために、利用の際は次の点について配慮をお願いします。



1
土金木水火月日

２２１１

９９８７６５４３３

１１６６１５１４１３１２１１１１１１００

２２３３２２２１２０１９１８１１７７

３３００２９２８２７２６２５２４２４　
３　３１１

１２
土金木水火月日

５５４３２１

１１２２１１１０９８７６６

１１９９１８１７１６１５１４１１３３

２２６６２５２４２２３３２２２１２２００

３１３０２９２８２２７７

21. 12. 15

　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　２２年１月７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　１８年１１月２９日～１２月１８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。
 

　次の事業では育児相談も行っています。
　詳しくは子ども家庭支援センター（わく
わく健康プラザ内）緯４７１・０９２０へ。
わくわく赤ちゃん広場
○ねんねの会
　▼日時　１月６日（水）午前１０時～１１時
半▼会場　子ども家庭支援センター▼対象
　６カ月未満児とその保護者▼持ち物　バ
スタオル◆当日直接会場へ
○はいはいの会
　▼日時　１月１３日（水）午前１０時～１１時
半▼会場　子ども家庭支援センター▼対象
　６～１２カ月児とその保護者◆当日直接会
場へ　※ねんね・はいはいの会、いずれも
兄弟の保育あり、先着３人（要予約）。
12月28日は子ども家庭支援センター
の施設の一部が利用できません
　１２月２８日（月）は室内整備のため、交流

新型インフルエンザワクチン
接種に関する費用等のお知らせ
　【接種費用】１回接種が３,６００円、２回目
接種が２,５５０円（１回目と異なる医療機関で
接種した場合は３,６００円）
　【接種費用の助成】次の通り
　①市内の受託医療機関で接種する場合＝
優先接種対象者のうち、生活保護受給世帯
の方は、福祉総務課（市役所１階）で発行
する「生活保護受給証明書」を、市・都民
税非課税世帯（世帯全員が非課税。ただし
未申告の方が世帯に１人でもいる場合は、
非課税世帯である確認がとれないため、該
当になりません）の方は、課税課（市役所
２階）または上の原・ひばりが丘・滝山の
各連絡所で発行する「新型インフルエンザ
ワクチン接種用非課税証明書」を、接種時
に市内の医療機関へ提出すると、接種費用
が無料になります。中国残留邦人等支援給
付対象の方も、中国残留邦人等本人確認証
を市内の医療機関へ提示すると、接種費用
が無料になります
　②市外の受託医療機関で接種する場合＝
前記の助成対象に該当する方が市外の受託
医療機関で接種する場合、接種時に接種費
用を医療機関にお支払いください。必要回
数分接種後、速やかに健康課窓口で助成金

の交付申請をしてください。支給要件を満
たす場合には、口座振り込みにより接種費
用を助成します。
　なお、申請の際、前記の各証明書のほか
に、認め印（スタンプ式不可）、振込口座を
確認できる書類（通帳等）、医療機関で発行
する「領収書」、「新型インフルエンザ予防
接種済証」の写しまたは母子手帳の接種記
録の写しが必要となりますので、ご注意く
ださい。手続き方法等、詳細は健康課へご
相談ください
　【ご注意】２１年１月２日以降に東久留米市
へ転入した方は２１年１月１日時点での住所
地の市区町村から現在の世帯全員分の非課
税証明書を取得してください
　【接種開始時期（予定）】①１歳未満の小児
の保護者等、小学４年～６年生の児童＝１２月
下旬②中学生＝２２年１月上旬③高校生＝１
月下旬④６５歳以上の高齢者＝２２年２月上旬
　【受託医療機関】市ホームページおよび広
報１１月１５日号でお知らせしていますが、ま
ずは、かかりつけ医にご相談ください。な
お、ワクチンの入荷状況によっては、予約
に時間がかかる場合がありますので、ご留
意ください。
　詳しくは健康課緯４７７・００３０へ。
１歳６カ月児健康診査
　▼日時　１２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　２０年６月２日～６月２６日生まれの
幼児◆当日直接会場へ

　「多摩ら・び」は地域の魅力をＰＲする情報誌で、
多摩らいふ倶楽部が発行しています。　２２年６月の
「多摩ら・び」東久留米特集の発行に際して、市民
リポーターを募集します。東久留米が好き、東久留
米を知りたいという好奇心旺（おう）盛な方をお待
ちしています。
　▼対象　市内在住、在勤、在学の方（電子メール

を利用できる方歓迎）　 ※経験不問。▼任期　１２月
～２２年６月▼活動内容　市内の商店・施設・人物な
どへの取材や原稿の作成・撮影▼募集人数　先着２０
人◆申し込みは１２月２５日（金）までに電話（０４２・
５２６・７７２４）またはファクス（０４２・５２１・２２２５）、電
子メールで多摩らいふ倶楽部事務局へ
　詳しくは産業振興課緯４７０・７７４３へ。

年　　　　始年　　　　末日 　程
施 　　設　　 名 5日

（火）
４日
（月）

３日
（日）

２日
（土）

１日
（祝）

３１日
（木）

３０日
（水）

２９日
（火）

２８日
（月）

２７日
（日）

２６日
（土）

２５日
（金）

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）（※２）
中央公民館

◎市民プラザ
◎地域センター（南部・東部）（※２）

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（※３）
青少年センター
子ども家庭支援センター（総合相談窓口）（※４）
児童館（くぬぎ・中央・けやき）（※２、４）
子どもセンターひばり
「◎」は午後５時まで
★証明書自動発行機での証明…１２月２９日（火）～１月３日（日）は利用できません。１２月２８日（月）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、１２月２８日（月）も通常通り午後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（月）の午後５時までと１月４日（月）から。予約済み住民票の受け取りは年末年始もできます
★公的個人認証サービス…同サービスセンターのシステム更新に伴い、１２月２８日（月）は終日、市民課窓口での電子証明書発行・失効等の業務が
停止となります
★出生・死亡・婚姻届等の戸籍関係届け出…１２月２９日（火）～１月３日（日）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（月）～１月５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（月）まで、年始は１月５日（火）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）西部地域センター改修工事に伴い、滝山図書館と滝山児童館は、１２月～２２年３月末日まで閉館となります。
（※３）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（火）～１月３日（日）の開館時間は午後９時２０分までです。
（※４）１２月２８日（月）は館内整理日のため、４児童館は休館し、子ども家庭支援センター交流スペース等の利用はできません。

市役所の窓口・施設の年末年始業務日程 （■はお休みです）

市民リポーターを募集します
地方情報誌「多摩ら・び」（東久留米特集版）

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、相談業務は通常
通り行います（年始は２２年１月４日から）。
 

　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。
 

　☆おはなしの日＝１２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、午前１１時からが１歳児。
わらべ歌遊び。
　☆囲碁の日＝１６日（水）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。
　☆環境整備の日＝２６日（土）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
からは清掃のため、児童館では遊べません。
 

　☆トランポリンの日＝１２月１６日（水）午
後２時から。小・中学生。跳びやすい服装
で。
　☆工作の日＝１８日（金）・１９日（土）のい
ずれも午後２時から。クリスマス工作。小・
中学生。
　☆将棋大会＝１６日
（水）午後３時から（対
戦開始前に申し込み
を）。小学生。指導は東
久留米市将棋研究会。
　☆クリスマスパーティー＝２５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。　※当日午後１時半
から申し込み受け付け。
　☆大掃除・環境整備の日＝２６日（土）午
後１時半から。１年間遊んだ児童館をみん
なできれいにします。小・中学生。
　☆パステルアート講座＝２２年１月３０日
（土）午後１時半～２時半が小学１年～３
年生、午後３時～４時が小学４年～中学生、
各回５人。指導は石井レイナ氏、島田佐江
子氏。　※１月６日（水）午後３時から申し
込み受け付け（応募者多数の場合は抽選）。
 

　☆オセロ大会＝１２月１６日（水）午後３時
半から。トーナメント戦。小学生。
　☆つくってあそぼう＝１８日（金）午前１０
時～１１時半。親子でかんたん工作。幼児。
指導は本多和美氏。
　☆七宝焼教室＝１９日（土）午前９時半～
１１時半と午後１時半～３時半。小・中学生、
午前・午後各１０人。　※要申し込み。
　☆交通安全・防犯の日＝２１日（月）午後
４時から。冬休みの交通安全、防犯につい
て。小学生。
　☆大掃除＝２６日（土）午後３時半から。
児童館をみんなできれいにしましょう。小・
中学生。　※午後３時半からは清掃のため、
児童館で遊べません。

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

（ ）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

◆多摩らいふ倶楽部メールアドレス
lavie-repo@tj-media.net
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　☆ぴよぴよママの会＝１２月１６日（水）午
前１０時～正午。体重測定や子育ての相談な
ど、助産師さん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。　※兄弟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）。
　☆クッキングの日＝２０日（日）午後２時
～４時。クリスマス特別企画「クリスマス
ケーキを作ろう」。小学生、先着１８人。　※
申し込み受け付け中。
　☆おはなしの日＝２３日（祝）午後３時半
から。水曜お話し会。小学生。
　☆環境整備の日＝２７日（日）午後３時半
から。館内にいる方全員で、児童館をきれ
いにしよう。
　☆お餅（もち）つき会＝２２年１月９日（土）
午後１時半～３時半。餅つき体験、お琴演
奏、正月遊びなど。　※おわん、はしを持参。
幼児～高校生・一般の方、先着１５０人。２２年
１月４日（月）から申し込み受け付け（当
日受け付け可）。　※１月９日（土）は餅つ
き会以外の時間は利用できません（５時以
降の中学・高校生年代の利用は可）
 

市民ハイキング
「日向山と初春の秩父札所巡り」
～市山岳連盟主催
　▼日時・集合場所　２２年１月９日（土）
午前７時半に東久留米駅２階改札口前集合
（雨天中止。中止の場合は前日午後７時ご
ろまでに連絡）▼行き先　西武秩父線芦ヶ
久保駅→日向山（標高６３３ｍ）→札所六番卜
雲寺→七番法長寺→八番西善寺→九番明智
寺→横瀬駅（解散）▼歩行時間　約３時間
２０分（約１０㎞）▼対象　中学生以上▼持ち
物　山道に適した底の厚い靴、弁当、飲み
物、雨具、帽子、手袋、防寒具ほか（雪道
の場合もあり）▼参加費　８００円（保険料含
む）。交通費実費（１,１２０円）◆申し込みと
詳しくは１２月２５日（金）までに同連盟・花
房緯４７１・１００５（正午～午後１時）へ
スポーツ体験講習
～市水泳連盟・市テニス連盟
　▼期日　１２月２６日（土）▼種目・時間・
会場・定員　「水泳」が午前９時半～１１時、
スポーツセンター、先着４０人。「硬式テニス」
が午前９時半～１１時半、小山テニスコート、
先着３０人程度▼対象　小・中学生▼費用　
１００円▼持ち物　種目に適した服装・靴。道
具のある方は持参を◆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。
 

多摩六都圏域で行われる
青少年健全育成事業イベント
～多摩北部都市広域行政圏協議会主催
　圏域在住（東久留米、小平、東村山、清
瀬、西東京の各市）の多くの皆さんの来場
をお待ちしています。
①ヤング・ダンスフェスティバル
　▼日時　１２月２７日（日）午後２時半開演
（２時開場）▼会場　ルネ・こだいら大ホ
ール（西武新宿線小平駅南口から徒歩３分）
▼入場料　無料◆当日直接会場へ
　詳しくは小平市役所生涯学習課緯０４２・
３４６・９８３４へ。
②ヤング・ライブフェスティバル
　▼日時　２２年２月１４日（日）午前１１時開
演▼会場　東村山市立中央公民館ホール
（西武新宿線東村山駅東口から徒歩２分）

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

▼入場料　無料◆当日直接会場へ
　詳しくは東村山市役所社会教育課緯０４２・
３９３・５１１１（内線３５１３）へ。
③高校生写真展
　▼日時　２２年１月１０日（日）～１５日（金）
午前９時～午後７時（１５日は午後４時まで）
▼会場　清瀬市郷土博物館ギャラリー（西
武池袋線清瀬駅北口から徒歩１０分）▼入場
料　無料◆当日直接会場へ
　詳しくは清瀬市役所生涯学習スポーツ課
緯４９５・７００１へ。
薬湯の日「ゆず湯」「南天の湯」
　▼期日・時間・会場　１２月２２日（火）が
「ゆず湯」、２２年１月３日（日）が「南天の
湯」。いずれも源の湯（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
　詳しくは産業振興課労政商工係緯４７０・
７７４３へ。
 

機能回復訓練事業「高齢の方への
筋力アップトレーニング」
　「最近階段を昇るのがつらくなった」「歩
くことが大変で、外出する機会がめっきり
少なくなった」などと感じることはありま
せんか。
　このプログラムは、高齢の方に合った３
つのトレーニングマシンを使い、筋力アッ
プをすることで、日ごろの生活を少しでも
元気に過ごしていただくことを目的に行う
事業です。仲間と楽しく取り組んでみませ
んか。
　▼対象　介護認定「要支援１・２」「要介
護１・２」の方▼費用　１回５８０円▼参加期
間・回数　１週間につき２回、３カ月間　
※送迎あり。◆申し込みは担当の地域包括
支援センターまたはケアマネジャーへ
　詳しくは介護福祉課地域ケア係（内線
２５０１～２５０２）へ。
社会福祉協議会の弁護士無料法律相談
22年1月は10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①②の
親族および関係者等▼内容　遺言、相続、
成年後見制度・任意後見制度、権利侵害、
その他権利擁護に関すること▼相談日　１
月１０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◆２２年１月分の申し込み
は、１２月１５日（火）午前８時半から電話で
同協議会地域福祉係☎４７９・６２９４へ
　詳しくは同係へ。
25年東京国体の「大会愛称」「ス
ローガン」「マスコット」を募集
　２５年に東京都で第６８回国民体育大会（通
称：国体）と第１３回全国障害者スポーツ大
会が開催されます。東久留米市は、山岳競

技「クライミング」の会場地となっていま
す。そこで東京国体の「大会愛称」「スロー
ガン」「マスコットキャラクターデザイン」
を募集します。次の開催基本構想理念や都
ホームページをご覧の上、ぜひご応募くだ
さい。
◎開催基本構想に掲げる理念等
　「国内最高のスポーツ大会・スポーツイベ
ント」を目指し、トップアスリートの出場
を実現する▼国体と全国障害者スポーツ大
会を一つの祭典として開催し、スポーツの
夢と感動を伝える▼最大限の環境配慮に取
り組み、大会開催を通じて、環境問題への
関心を高める▼多摩・島しょをはじめ、東
京の多様な魅力を全国に発信するとともに、
都民が一体となって、大会の盛り上げと、
おもてなしに取り組む
◎募集内容
　▼大会愛称　大会の趣旨、特徴を端的に
示し、誰からも親しまれ、呼びやすい、愛
称としてふさわしい言葉▼スローガン　大
会の趣旨、目的を強く印象付ける簡潔な標
語、キャッチコピー▼マスコットキャラク
ターデザイン　大会の開催気運を盛り上げ
るとともに、積極的な広報活動の展開を図
るための明るく親しみやすいマスコットキ
ャラクターを製作するための原画▼募集期
限　２２年１月１５日（金）（消印有効）▼発表
　２２年夏ごろ▼賞　作品ごとに、最優秀賞
１点＝賞金は大会愛称とスローガンが１０万
円、マスコットが１５万円。優秀賞３点＝賞
金２万円。そのほか応募者の中から抽選で
記念品を贈呈▼ご注意　同一作品多数の場
合は、抽選で受賞者を決定します。受賞者
が中学生以下の場合は、賞金相当の商品と
なります◆応募方法等の詳細は、第６８回国
民体育大会・第１３回全国障害者スポーツ大
会東京都準備委員会ホームページをご覧く
ださい
　詳しくは都総務局国体・障害者スポーツ
大会推進部内、東京都準備委員会事務局緯
０３・５３８８・２４９７へ。
 

多摩六都科学館
サイエンスカフェ「宇宙」
～東京大学数物連携宇宙研究機構（ＩＰＭ
Ｕ）、多摩六都科学館主催
　昨年度好評を頂いた企画を今年度も実施
します。内容は、先端宇宙論を中心とした
大人向けの講座です。毎回、前半が講演、
後半は講師と受講者との懇談会という形式
で実施します。
　▼日時・内容・講師　①２２年１月３０日（土）
＝「ひも理論の奇跡～究極の物質像をめぐ
って～」。講師はＩＰＭＵ教授の杉本茂樹氏
②２月２０日（土）＝「宇宙の黒幕『暗黒物
質』を探せ！」。講師はＩＰＭＵ准教授の高
田昌広氏③３月６日（土）＝「宇宙のしわ
と種」。講師はＩＰＭＵ機構長の村山斉氏▼
会場　多摩六都科学館イベントホール▼対
象　中学生以上▼入場料　無料▼定員　先

◆第６８回国民体育大会・第１３回全国
障害者スポーツ大会東京都準備委員会

ホームページアドレス
http://www.tokyo-kokutai.jp/

着８０人◆申し込みは１２月２０日（日）から、
①が１月２０日（水）、②が２月１０日（水）、
③が２月２４日（水）までに（必着）、ＩＰＭ
Ｕのホームページ上または、はがきに①～
③の参加希望回・氏名・住所・電話番号・
電子メールアドレス・年齢を記入の上、〒
２７７－８５６８、千葉県柏市柏の葉５－１－５、
東京大学数物連携宇宙研究機構広報担当あ
て郵送を
　詳しくは、申し込みや内容についてが同
担当緯０４・７１３６・５９７７、会場についてが多
摩六都科学館緯４６９・６１００へ。
 

 

第188回東京都都市計画審議会の
傍聴者を募集
　▼日時　２２年２月５日（金）午後１時半
から▼会場　都庁会議室▼定員　１５人（応
募者多数の場合は抽選）◆申し込みは１月
２１日（木）までに（消印有効）、往復はがき
（一人１枚）に住所・氏名・電話番号を記
入の上、〒１６３－８００１、東京都都市整備局
都市計画課あて郵送を
　詳しくは同課緯０３・５３８８・３２２５へ。
私立高等学校等入学支度金の貸付事業
　▼貸し付け条件　①２２年４月に都内の入
学支度金制度のある私立高等学校、私立高
等専門学校または私立専修学校高等課程
（３年制課程）に入学すること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　入学時に学校に支払うすべ
ての費用。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）
　返還方法等、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、都生活文化スポーツ局私学振興課緯
０３・５３２０・７７７０（テレフォンガイド）へ。

◆ＩＰＭＵホームページアドレス
http://www.ipmu.jp/node/525

ガ イ ド

晦

界

海

皆

械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械

械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械

灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰

灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰

　第８８回全国高等学校サッカー選手権大会都大会Ｂブロックの決勝が、１１月２８日に北区
の西が丘サッカー場で行われ、都立東久留米総合高校（幸町五丁目）が熱戦の末、１対
０で私立修徳高校に勝利し、栄えある全国大会への出場（同校としては初出場）を果た
しました。全国大会では、１回戦で鳥取県代表の境高校と対戦します。
　勝利を目指す同校選手の皆さんに、熱い声援をお願いします。 
　◎１回戦の試合日程 （要入場券）
　　【日時】１２月３１日（木）午後２時１０分試合開始
　　【会場】西が丘サッカー場（都営地下鉄三田線「本蓮沼」駅から徒歩１０分）
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