
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
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１１５５１４１３１２１１１０９９

２２２２２１２０１９１８１７１１６６

２２９９２８２７２６２５２４
３１

２２３３
３３００

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期は１歳児､２期は幼稚
園､保育園等の年長児）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｡２１年度の３期、
４期の対象は､次の通りです。３期は中学１
年生に相当する年齢（８年４月２日～９年
４月１日生まれ）。４期は高校３年生に相当
する年齢（３年４月２日～４年４月１日生
まれ）。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します。
　▼接種期間　２２年３月３１日まで
　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。
　詳しくは同係へ。
1歳6カ月児健康診査
　▼日時　７月３０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１２月２３日～
２０年１月１４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２３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６月２３日～７月１３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　８月４日（火）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。

　☆絵本だいすき＝７月１７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。指導は中林のり子氏、渡
辺和子氏。
　☆ウルトラトレーナー大会＝１８日（土）
午後４時～４時半。個人戦、２・３人での
団体戦で、記録にチャレンジしよう。小学
生、２０人。
　☆折り紙教室＝２１日（火）午後３時～４
時半。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・２８日のいずれも火
曜日、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。
　☆七宝焼教室＝８月４日（火）午前９時
半～１１時５０分。七宝焼きですてきな小物の
飾りを作ろう。小学生、１５人。指導は内堀
美江子氏。　※７月１７日（金）午後１時から
申し込み受け付け（電話での申し込みは１８
日〈土〉午前９時から受け付け）。
　☆さ織り教室＝８月１０日（月）・１１日（火）
のいずれも午前１０時～１１時５０分と午後１時
半～４時半。小学生、各日午前４人・午後
６人。　※７月２１日（火）午前９時から申し
込み受け付け（電話での申し込みは２２日
〈水〉午前９時から受け付け）。

21.  7.  15

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

　人口と世帯　人口１１４,７０８人（男５６,８７６人　女５７,８３２人）　世帯数５０,１４４＜平成２１年７月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１,７４９人＜平成２１年７月１日現在＞　

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

　☆赤ちゃんひろば＝７月１５日（水）午前
１０時～正午。みんなで交流しませんか（自
己紹介、情報交換）。零歳児とその保護者。
　☆交通安全・防犯の日＝１５日（水）午後
４時から。夏休みの交通安全、防犯につい
てお話しをします。小学生。
　☆つくって遊ぼう＝１７日（金）午前１０時
～１１時半。お母さんと一緒にかんたん工作。
幼児。指導は本多和美氏。
　☆折り紙教室＝２１
日（火）午後２時半～
４時。小学生。指導は
本多秀子氏。
　☆パズル工作＝２２
日（水）～２８日（火）のいずれも午後２時
～４時。小学生、各日１５人。
　☆おはなし会＝２７日（月）午後３時から。
素話、絵本の読み聞かせ。小学生。
　☆スカットボール＝３０日（木）午後２時
～４時。ニュースポーツを楽しみませんか。
小・中学生、３０人。　※７月１５日（水）午後
３時半から申し込み受け付け（本人か家族
の方が申し込みを）。

　☆さ織り教室＝８月１２日（水）～１４日（金）
のいずれも午前９時半～１１時半と午後１時
半～４時。小・中学生、各日午前４人・午
後６人。　※７月２９日（水）午前９時から申
し込み受け付け。

　☆スタンプカード教室＝７月１８日（土）
午後１時半から。小・中学生、２２人。指導
は村上真理子氏。　※申し込み受け付け中。
　☆工作の日＝２３日（木）・２４（金）のいず
れも午後２時から。ビーズでイニシャルを
作ろう。小・中学生。
　☆環境整備の日＝２５日（土）午後３時か
ら。児童館の整理整とんをします。小・中
学生。
　☆将棋教室＝２９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。
　☆トールペイント教室＝８月２０日（木）
午後１時半～３時半。小・中学生、２２人。
指導は富山英美氏。　※７月１８日（土）午前
９時から申し込み受け付け。
　

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１９日・２０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）
　７月２６日＝いくせ医院（新川町１－４－１８、緯４７１・２３０４）
　【歯科】
　７月１９日・２０日・２６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１９日・２６日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　７月２０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・水曜日・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）
火曜・木曜・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）

　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。休日・夜間診休日・夜間診療療

7月20日（海の日）のごみ収集は
　７月２０日は月曜日の祝日ですが、通常通り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。

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

７
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４４３２１

１１１１１０９８７６５５

１１８８１７１６１５１４１３１１２２

２２５５２４２３２２２１２２００１１９９

３１３０２９２８２７２２６６

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

【 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



７
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４４３２１

１１１１１０９８７６５５

１１８８１７１６１５１４１３１１２２

２２５５２４２３２２２１２２００１１９９
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１１５５１４１３１２１１１０９９

２２２２２１２０１９１８１７１１６６
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３１

２２３３
３３００

　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
に出合ったりすることがあります。　
　そこで、夏休み中の７月２１日（火）～８月３１日
（月）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等により、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。

　☆しゃべり場＝７月１７日（金）午後５時
～６時。ダンス発表会等の行事について話
し合います。中学・高校生年代。
　☆中高生バスケ大会＝１８日（土）午後６
時から。トーナメント戦。中学・高校生年
代。上履き、タオル持参。　※申し込み受け
付け中（各チーム５人以上で申し込みを）。
　☆水遊び＝２２日・２９日のいずれも水曜日、
午前１０時半～１１時半。乳幼児とその保護者。
着替え、水着、タオルを持参。　※オムツが
取れていないお子さんは、水遊び用パンツ
（おむつ）を着用してください。
　☆オセロ大会＝２５日（土）午後２時から。
トーナメント戦。小学生、先着８人。　※当
日受け付け。
　☆おはなしわらべ歌＝２７日（月）午前１１
時から。紙芝居、親子触れ合いわらべ歌＆
手遊び。乳幼児とその保護者。
　☆ちぎり絵の日＝２７日（月）・２８日（火）
のいずれも随時。ちぎり絵で暑中見舞いは
がきを作ろう。小学生。　※当日申し込み受
け付け。
　☆おはなしの日＝２９日（水）午後３時半
から。水曜お話し会。小学生。

　☆ぽかぽかタイム＝７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。指導は原悠子氏。
　☆環境整備の日＝１７日（金）午後３時半
から。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＝２１日・２８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＝２２日・２９日のいずれも水曜
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。

2009年夏　絵本展｢平和へのとびら
～今、私たちにできること～」
東久留米地域文庫親子読書連絡会､図書
館共催事業
　「平和」をテーマに、今、世界で起こって
いること、そして、私たちにすぐにでもで
きることは何か、絵本を通して、一緒に探
してみませんか。期間中は、おはなし会を
毎日午前１１時と午後３時（ただし、１９日は
午後３時のみ）の２回行います。夏休みの
スタートに、家族でご来場ください。
　▼日時　７月１９日（日）～２２日（水）午
前１０時～午後５時　※２２日は午後４時まで。
２１日（火）は休館日のためお休みです。▼
会場　中央図書館視聴覚ホール▼入場料　
無料◆当日直接会場へ
　詳しくは同館緯４７５・４６４６へ。
○フォーラムディスカッション「平和へ
のとびら～私たちにできること」（子ど
もゆめ基金助成事業）
　主催は東久留米地域文庫親子読書連絡会。

　▼日時　７月１９日（日）午前１０時半～午
後零時半▼会場　中央図書館視聴覚ホール
▼パネリスト　児童文学作家の古田足日氏、
親子読書・地域文庫全国連絡会代表の広瀬
恒子氏▼入場料　無料　※保育あり。７月
１８日（土）までに申し込みを。◆当日直接
会場へ
　詳しくは福士緯４７２・２７５６、または松原
緯４７７・７８９０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月に開館記
念として人形劇を上演しています。同館のお
はなし会や、子どもセンターひばり等で、ボ
ランティアとして活動している水曜おはな
し会の皆さんと、図書館職員が一緒に楽しい
人形劇を上演します。ぜひご来場ください。
　▼日時　７月２２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　※車
での来場はご遠慮ください。▼プログラム
　人形劇「だるまちゃんとてんぐちゃん」
ほか▼入場料　無料◆当日直接会場へ
　詳しくはひばりが丘図書館緯４６３・３９９６へ。
７月後半の図書館の休館日
　７月後半の図書館の休館日は、中央・滝
山・ひばりが丘・東部の各図書館とも、１７
日（金）、２１日（火）、２４日（金）、３１日（金）
です。
　詳しくは中央図書館緯４７５・４６４６へ。

オリンピックを東京で！
「ダブルダッチ　世界一の技に挑戦」
「華麗！　体操教室」
　市では、都との共催、スポーツセンター
指定管理者・東京ドームグループの協力で、
２０１６年の東京オリンピック招致に向け、ト
ップアスリートとメダリストを講師に招い
て、次の２つの体験会を行います。
①ダブルダッチ
　ダブルダッチは２本のロープを使った縄
跳びです。世界選手権優勝チームの技を見
て、体験してください。
　▼日時　７月２０日（祝）午後１時～４時
▼会場　スポーツセンター▼対象　市内在
住の方▼募集人員　２００人▼内容　２００８年
ダブルダッチ世界選手権優勝チームの「桜
覇」によるエキジビションと体験会▼参加
費　無料（参加賞あり）◆申し込みと詳し
くは同センター緯４７０・７９００へ。
②体操教室
　２００８年北京オリンピック体操競技男子
団体銀メダルの日本代表チームによる、華
麗な技をご覧ください。
　▼日時　８月９日（日）午後１時～４時
▼会場　スポーツセンター▼対象　市内在
住の方▼募集人員　２００人（応募者多数の場
合は抽選）▼内容　北京オリンピック体操
男子日本代表チームメンバーによるエキジ
ビションと体験会▼参加費　無料（参加賞
あり）◆申し込みは、７月２４日（金）まで
に（消印有効）、往復はがきに「体操教室参
加希望」と明記して、住所・氏名・年齢・
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
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－３７、スポーツセンターあて郵送を
　詳しくは同センター緯４７０・７９００へ。
第38回市民剣道大会
～東久留米剣道連盟主催
　▼日時　９月２３日（祝）午前９時半開会
▼会場　スポーツセンター▼参加資格　市
内在住・在勤・在学で小学生以上の方▼種
目　①小・中学生個人戦・団体戦②一般
（高校生以上）個人戦・団体戦▼参加費　
連盟所属者以外は一人２,０００円◆申し込み
は７月３１日（金）までに（必着）、参加種目、
住所、氏名、年齢、学生の方は学校名・学
年、在勤の方は勤務先を記入の上、電話ま
たはファクスで大会事務局・二見緯４７３・
６１５９（ファクス共通）へ　※個人戦は大会
当日も受け付けます。
　詳しくは二見へ。
第35回オープンミックスダブルス
卓球大会
～市卓球連盟主催
　▼日時　９月５日（土）午前９時開場▼
会場　スポーツセンター▼種目　年齢別ミ
ックスダブルス（女子ダブルスも可）で、
２人の合計年齢（今年４月１日現在の満年
齢）で分けます。Ａ＝制限なし、Ｂ＝８１歳
～１００歳、Ｃ＝１０１歳～１２０歳、Ｄ＝１２１歳～
１３０歳、Ｅ＝１３１歳以上▼試合方法　３組か
ら４組による予選リーグ戦後、決勝トーナ
メント戦▼参加費　１組２,０００円◆申し込
みは８月１３日（木）までに（必着）、現金書
留または定額小為替で、参加費と種目、２
人の住所・氏名・年齢・生年月日・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
　詳しくは大森緯４７２・２３７７または木村緯
４７４・８４４８へ。
第21回ジュニアテニス大会
～市テニス連盟主催
　▼日時　８月１８日（火）午前８時半集合
（予備日１９日）▼会場　小山テニスコート
▼種目　男女シングルス▼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７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23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１６日（日）（予備日は２３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７月２８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・会場等は、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１１
月１５日（日）に行う予定です。
　詳しくは佐々木緯４７３・００７９（夜間）へ。

防災ボランティア制度に基づく被災
建築物応急危険度判定員養成講習会
　▼日時　１０月２６日（月）午後１時半から
▼会場　都庁第一本庁舎５階大会議場▼対
象　都内在住・在勤の１級・２級・木造建
築士▼定員　５００人◆申し込みは８月１９日
（水）までに、所定の申込書に必要事項を記
入の上、施設管理課施設建設担当（市役所５
階）へ　※申込書は同担当で配布または都
都市整備局ホームページから取得できます。
　詳しくは同担当☎４７０・７７５６ヘ。

排水設備工事責任技術者
共通資格試験
　▼試験日時　１０月１８日（日）午前１０時～
正午▼試験会場　青山学院大学・青山キャ
ンパス（地下鉄表参道駅から徒歩５分）▼
受験手数料　６,０００円◆申し込みは８月３
日（月）～９月１日（火）に、受験申込書
に必要事項を記入の上、添付された封筒を
使用して郵送を　※受験申込書は７月１７日
（金）から施設管理課下水道施設係（市役
所５階）で配布します。
　詳しくは同係緯４７０・７７５９へ。

東久留米市平和事業
平和祈念写真展「東京大空襲と世
界の難民」
　「東京大空襲の記録」「東久留米市の戦争の
痕跡」に関する写真を展示します。今年で終
戦から６４年目を迎え、戦争の記憶が薄れつつ
ありますが、世界の各地では、今もなお紛争
が絶えることがありません。今回の写真展で
は、「世界の難民」に係る写真パネルも併せ
て展示し、悲惨な戦争の記憶を風化させず、
繰り返すことがないよう願うとともに、平和
の大切さを改めて見直していただくための
機会として、開催します。
　▼日時　７月２３日（木）午前９時～午後
７時、２４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。
みんな集まれ！
第3回市民プラザ夏祭り
　▼日時　７月２６日（日）午前１０時半～午
後４時半▼会場　市民プラザ、市役所１階
屋内・屋外ひろば▼内容　市内の団体や小・
中学生が多数参加します。ダンスやおもし
ろ体験コーナーで楽しんだ後は、おいしい
屋台でおなか満足。クルメイザーや消防車
もやってきます。消防服を着て記念撮影も
できます。家族、お友達と一緒にカメラを
持って、ぜひご来場を◆当日直接会場へ
　詳しくは市民プラザ緯４７０・７８１３へ。

◆都都市整備局ホームページアドレス
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/
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メールけいしちょうにご登録を
　「メールけいしちょう」は、防犯対策とし
て、警視庁が管内において発生した犯罪発
生情報や犯罪を防ぐために必要な防犯情報
等をメールでお知らせするサービスです。
　配信される内容は、強盗・ひったくり・
子どもに対する犯罪発生情報、その他各種
お知らせです。
　登録の仕方は２通りあり、パソコンから
は警視庁のホームページにアクセスし、「メ
ールけいしちょう」のページへ空メールを
送信して登録できます。携帯電話からは、
配信登録メールアドレスへ空メールを送信
すると、登録用のメールが返送されますの
で、手続き方法に従って登録できます。
　詳しくは警視庁犯罪抑止対策本部緯０３・
３５８１・４３２１（内線３９１３２・３９１３３）、または
市防災防犯課防災防犯係緯４７０・７７６９へ。

「防犯ボランティア団体」・「わんわん
パトロール隊員」を募集しています
　市では、１７年４月に「東久留米市安全・
安心まちづくり条例」を施行し、自主防犯
活動を推進しています。
　安全で安心して暮らすことのできる住み
良いまちづくりを目的に「自分たちの街は、
自分たちで守ろう」と考えている団体・事
業者等、また愛犬の散歩をしながら地域の

安全、子どもの安全を守り、不審者をチェ
ックしていただくボランティアの募集・登
録を随時しています。
○防犯ボランティア団体等に防犯用品
をお貸しします
　登録していただいた「防犯ボランティア
団体」および「わんわんパトロール隊員」
の方に防犯用品をお貸ししています。
　お貸しできる防犯用品は次の通りです。
　腕章▼わんわんパトロール腕章▼わんわ
んパトロールリード標▼合図灯▼パトロー
ルベスト▼自動車用マグネットシート
　ボランティア登録、防犯用品貸与の申請
は防災防犯課（市役所２階）で受け付けま
す。
　詳しくは同課防災防犯係緯４７０・７７６９へ。

正しく使って楽しい花火
　夏の身近な風物詩といえば花火です。行
う際には次のことに注意しましょう。
　▼花火は火薬を使って
います。危険ですから「注
意書」をよく読んで正しく
使う▼花火を人や家に向
けたり、燃えやすい物のそ
ばで遊ばない▼たくさん
の花火に一度に火を付けない。正しい位置
にろうそく、または線香で点火する▼花火
は大人と一緒に遊び、夜遅くまで騒がない
▼筒物花火は途中で火が消えても筒の中を
のぞかない▼風の強い時は花火遊びをしな
い▼衣服に火が付かないように注意する▼

バケツ等に水を用意して後片付けを必ずす
ること▼使用方法の分からない花火は買っ
た店に聞くこと
　花火のゴミが放置され社会問題になって
います。また、早朝や深夜に花火遊びをして、
周囲に迷惑を掛けないようにしましょう。
　詳しくは東久留米消防署予防課緯４７１・
０１１９へ。
21年全国消費実態調査にご協力く
ださい
「今を知り　明日をみつめる　暮らし
の統計」
　今年の９月～１１月の３カ月間にわたり、
２１年全国消費実態調査が実施されます。全
国のすべての世帯の中から、統計的な方法
に基づいて抽出された、二人以上の世帯員
からなる世帯と単身の世帯に、家計簿等を
付けていただく調査です。
　調査地域の世帯の確認のため、7月下旬以
降、調査員が対象世帯を訪問して、世帯の
氏名等をお尋ねします。
　なお、統計調査により集められた個人情
報は「統計法」によって保護されます。調
査へのご協力をお願いします。
　詳しくは企画経営室総務課緯４７０・７７１４
へ。
上級救命講習を休止します
　毎年９月に開催する上級救命講習は、東
久留米消防署の改築工事等のため、今年度
は開催を休止します。普通救命講習は、８
月９日（日）に西部地域センターで、１０月
１１日（日）と２２年２月１４日（日）に東部地
域センターで開催する予定です。　　
　なお、上級救命講習は立川防災館、池袋
防災館等でも開催しています。
　詳しくは市消防本部警防課救急福祉係緯
４７１・０１１９へ。
フィフティ2情報
男女平等推進センター主催事業
「ママとも＠ＰＣインストラクタ
ー」を募集します
　「パソコンに自信やスキルがあるのにそ
れを生かす場がない」「このままではせっか
くスキルを持っていてもＩＴ難民化してし
まう」と嘆いている、子育て中のママ。Ｐ
Ｃ（パソコン）インストラクターへの道を
歩んでみませんか。
　男女平等推進センターでは、来年開催予
定のＮＥＣ協賛・新座子育てネットワーク
共催「子育てママのためのＩＴ講習エクセ
ル・アドバンス編」の講師を募集します。
　▼対象・資格　マイクロソフト「エクセ
ル」に関して中・上級の資格またはその資
格と同等の技能を持っていて、インストラ
クターに興味があり、ＩＴ講習のための研
修や資料づくり（月に１回平日半日程度）
にパソコンを持ち込んで参加できる女性　
※参加していただく会議や研修には、２歳
～未就学児の一時保育があります。◆申し
込みは７月１６日（木）～９月１６日（水）に、
氏名（ふりがな）・住所・電話番号（ファク
ス番号）、お子さんの保育が必要な方は、お
子さんの氏名（ふりがな）・年齢、あればパ
ソコンの資格（またはそれに同等と思われ
る技能）を記入の上、ファクス（４７２・００５３）、
電話、または直接同センター緯４７２・００６１（火
曜日を除く平日の午前９時～午後５時４５
分）へ。
　詳しくは同センターへ。
後見人等懇談会
　日ごろ、後見人等（法定後見、任意後見）
として活動していて、「戸惑うこと」「困っ
ていること」「誰かに聞いてみたいこと」等
を、話し合ってみませんか。なお、この懇
談会は制度についての講演会ではありませ
ん。
　▼日時　①７月２９日（水）午後２時～３
時半②３１日（金）午後６時半～８時▼会場
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　①②のいずれもわくわく健康プラザ２階
社協会議室▼対象　本人、申立人または後
見人等のいずれかが市内在住・在勤で、①
法定後見の後見人等に就任または申立て中、
申立てを具体的に検討している②任意後見
人、任意後見受任者又は受任を検討してい
る後見人等◆申し込みは電話で市社会福祉
協議会成年後見制度推進機関緯４７９・０２９４
へ。
　詳しくは同推進機関へ。

地上デジタル放送移行に向けた
受信者サポートを行っています　
　現行の地上アナログ放送は、２３年７月２４
日までに終了し、地上デジタル放送に移行
します。
　総務省では、都内市町村（島しょ町村を
除く）在住のテレビ受信者を対象とした、
地上デジタル放送への完全移行に向けた相
談対応や支援、調査等を行う「総務省東京
都西テレビ受信者支援センター（デジサポ
東京西）」を２月に開設し、業務を行ってい
ます。今後同センターでは、市内の公共施
設等で説明会の開催を予定しています。
　詳しくは総務省地デジコールセンター緯
０５７０・０７・０１０１（ＩＰ電話等、ナビダイヤ
ルが利用できない場合は緯０３・４３３４・１１１１）
へ。
国営昭和記念公園レインボープー
ルがオープン
　レインボープールが７月１８日（土）～９
月６日（日）の期間オープンします。東京
ドーム約１.４倍の広さに９種類のプールが
あり、小さいお子さんから大人の方まで一
日ゆったり遊べます。
　▼アクセス　ＪＲ青梅線西立川駅から徒
歩２分
　詳しくは昭和管理センター緯０４２・５２８・
１７５１へ。

ガ イ ド一般用医薬品の販売制度が変わ
りました
　Ｑ　薬の販売方法が変わったと聞きま
した。どう変わったのですか。
　Ａ　２１年６月１日から、一般用医薬品
（大衆薬）の販売制度改正が施行され、
次のように変わりました。
　▼一般医薬品のリスク区分▼購入時の
専門家による情報提供▼リスク区分に関
する外箱等の表示▼医薬品の陳列方法▼
店舗における販売体制▼店舗における掲
示事項▼通信販売に関する規定の整備
○リスクの程度に応じた情報提供と相談
体制の整備
一般用医薬品はリスクの程度に応じて３
つに分類されます。
　▼第１類医薬品＝特にリスクの高いも
の。薬剤師が対応。H２ブロッカーを含
む胃腸薬、一部の毛髪剤等
　▼第２類医薬品＝リスクが比較的高い
もの。薬剤師または登録販売者が対応。
かぜ薬や解熱剤、漢方薬等（特に注意を
要する成分を含むものは指定第２類医薬
品とされ、数字が丸か四角で囲んであり
ます）
　▼第３類医薬品＝リスクが比較的低い
もの。薬剤師または登録販売者が対応。
ビタミン剤や整腸剤等
　購入者にもリスクの程度が簡単に分か

るよう、外箱や容器に分類が表示されま
す。また、第１類医薬品はカウンター越
しに購入者に手渡す等、リスク区分ごと
に医薬品の陳列方法も変わってきます。
○登録販売者制度
　今回の薬事法改正により、新たに導入
された専門家です。登録販売者であれば、
薬剤師の資格がなくても第２類と第３類
の医薬品を販売できるようになりました。
一般用医薬品の９０％以上が第２類、第３
類の医薬品なので、今後はスーパーやコ
ンビニエンスストアなどで気軽に買える
ようになります。
○通信販売の規定の整備
　今までは、リスクの高い第１類や漢方
薬などの第２類も、電話や通信販売、イ
ンターネットで買うことができました。
しかし、今回の法改正で、通信販売が可
能な一般用医薬品は、第３類医薬品に限
られました。これは、医薬品は基本的に
は対面販売で購入することが原則となっ
たためです。
　※継続して使用している一部の方のみ、
２年間の経過措置が設けられています。
　薬は効果がある一方、副作用もありま
す。医薬品の特徴等、気になることは、
薬剤師や登録販売者とよく相談してから
購入するようにしましょう。

《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）
緯４７３・４５０５
　●土曜日の午前９時～午後４時＝都消
費生活総合センター緯０３・３２３５・１１５５
　●土曜・日曜日の午前１０時～午後４時
＝全国消費生活相談員協会緯０３・３４４８・
１４０９

「メールけいしちょう」
◆ホームページアドレス（パソコン用）
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp
/tetuzuki/mail/mail_info.htm

◆配信登録メールアドレス（携帯電話用）
touroku@info.keishicho.metro.tokyo.jp

市内で「ひったくり」が多発し
ています。ご注意ください。
「自転車の前カゴにネットを付
ける」「バッグを斜め掛けする」
等、防犯対策をお願いします。




