
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

わくわくウオーキング教室
～歩き方上手になろう～
　美しく・格好良く・スマートになろう。
歩いて鍛えて太りにくい体質を目指します。
そんな欲張りな内容で皆さんをお待ちして
います。さあ、始めましょう。
　▼日時・会場　５月２５日（月）がわくわ
く健康プラザ、６月３日（水）が市民プラ
ザ。いずれも午前９時１５分～１１時４５分▼内
容　美しいボディラインを保つウオーキン
グ法の学習と約３㎞のウオーキング、基礎
代謝を高める筋力アップ。内容は両日とも
同じです。小雨決行（大雨の場合は内容変
更あり）▼定員　先着３０人▼持ち物　タオ
ル、飲み物、歩数計、健康手帳　※歩きや
すい服装と靴で。健康手帳をお持ちでない
方は、当日会場でお渡しします。◆申し込
みは５月１５日（金）から健康課保健サービ
ス係緯４７７・００２２へ。
　詳しくは同係へ。
４カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　▼日時　６月４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１月１５日～２月６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２８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１０月１６日～１１月７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２１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４月１６日～５月８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２７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。
生活機能評価を受けましょう
　生活機能評価は、年齢とともに現れる「老
化のサイン」に早く気付き、老化を先送り
することを目的に行います。
　▼対象　６５歳以上の方（要支援・要介護
認定者は除く）▼費用　無料▼受付期間　
６月～１０月▼ご注意　医療保険の種類によ
り受け方が異なります。　※国民健康保険
加入者および長寿（後期高齢者）医療被保
険者は、特定健診または後期高齢者健康診
査と同時に市内医療機関で受診（健康課か
ら個別に通知）。無保険者は介護福祉課から
個別に通知します。社会保険被扶養者等、
上記以外の方は直接介護福祉課へ来庁して
ください。
　詳しくは介護福祉課地域ケア係（内線
２５０１、２５０２）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＝５月１５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。担当は渡辺和子氏、中林
のり子氏。
　☆ウルトラトレーナー大会＝１６日（土）
午後４時～４時半。個人戦と２・３人での
団体戦で記録にチャレンジしよう。小学生、
先着２０人。
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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

【 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（全図書館。中央図書館は水曜・木曜日、滝山図書館は
水曜日が午後６時まで）。休館日は金曜日（この日が祝日のときも休館）、第３
火曜日、特別整理期間と年末年始

○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１１４,７４６人（男５６,９２０人　女５７,８２６人）　世帯数５０,１０６＜平成２１年５月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１,７７７人＜平成２１年５月１日現在＞　

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

　☆折り紙教室＝１９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＝１９日・２６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。
　☆卓球大会＝２０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
年生以上。
　☆幼児のつどい＝２１日（木）午前１０時半
～１１時半が「遊具で遊ぼう（パート１）」。３・
４歳児。２８日（木）午前１０時半～１１時１５分
が「遊具で遊ぼう（パート２）」。２歳児。

　☆伝承遊びの日＝５月１８日（月）午後２
時半～４時。日本の昔遊びを楽しみません
か。小学生。指導は岡野ウメ子氏。
　☆おはなしの日＝１９日（火）午前１１時か
ら。絵本の読み聞かせ、手遊び。幼児。
　☆赤ちゃんひろば＝２０日・２７日のいずれ
も水曜日、午前１０時～正午。楽しく交流し
ませんか。零歳児とその保護者。
　☆幼児のつどい（合同）＝２１日（木）「春
の遠足（堂阪公園）」、午前１１時に現地集合、

午後零時半に現地解散。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２８日（木）に延期。
　☆おはなし会＝２５日（月）午後３時から。
素話、絵本の読み聞かせ。小学生。
　☆お母さんと絵本＝２６日
（火）午前１０時半～１１時１５
分。本の紹介、絵本の読み
聞かせ、手遊び。幼児。図
書館の職員が来ます。
　☆折り紙教室＝２６日（火）午後２時半～
４時。小学生。指導は本多秀子氏。
　☆赤ちゃんひろば「ベビーマッサージ」
＝２７日（水）。赤ちゃんひろばのベビーマッ
サージに参加しませんか。零歳児とその保
護者、先着２０組（初めての方優先）　 ※２０
日（水）午前９時から申し込み受け付け
（電話申し込み可）
　☆カポエイラ教室＝６月３日（水）午後
３時半から。小・中学生。指導は松原晋作
氏。　※２０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んでく
ださい）。

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１７日・２４日・３１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１７日・２４日・３１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１７日・３１日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　５月２４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

　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。
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け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３
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長期使用製品安全点検制度がス

タート

　日常で使っている製品は、古くなると
部品等が劣化し、火災や死亡事故を起こ
す恐れがあります。ガス湯沸かし器によ
る一酸化炭素中毒での死亡事故、古くな
った扇風機やテレビの発火事故などが、
近年相次いで起こりました。そこでこの
ような事故を防ぎ、製品を長く安全に使
用するために、特に重大な危害を及ぼす
おそれの多い９品目について、「長期使用
製品安全点検制度」がスタートしました。
　２１年４月１日以降、対象の製品を購入
したときには、所有者登録のため、製品
に同梱（こん）されている所有者票に住
所、氏名などの必要事項を記入し、メー
カーに返送することになります。製品の
購入時に販売店などから点検制度の説明
があるので、不明な点は確認しましょう。
所有者登録をすると、メーカーから通知
が来るので、受け取った所有者は点検期
間内に点検を受ける責務があります。点
検には点検料金が掛かりますが、点検を
受けることで、その製品をその後も安心
して使い続けることができるでしょう。
◎長期使用製品安全点検制度の対象製品
・屋内式ガス瞬間湯沸器（都市ガス用、

ＬＰガス用）
・屋内式ガスバーナー付ふろがま（都市
ガス用、ＬＰガス用）
・石油給湯器
・石油ふろがま
・密閉燃焼（ＦＦ）式石油温風暖房機
・ビルトイン式電気食器洗機
・浴室用電気乾燥機
　上記の９品目以外にも、劣化による事
故が起こりやすい電気製品５品目が、「長
期使用製品安全表示制度」の対象となり
ます。製造年や設計上の標準使用期間、
経年劣化についての注意を促す表示がさ
れるようになります。
◎長期使用製品安全表示制度の対象製品
・扇風機
・エアコン
・換気扇
・洗濯機（洗濯乾燥機を除く）
・ブラウン管テレビ
　今後、これらの商品を購入する場合は、
安心して使える期間を確認し、点検時期
を知らせる制度があるものについては、
登録をして、時期がきたら点検するよう
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
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　☆おはなしの日＝５月２０日・２７日のいず
れも水曜日、午前１１時から。手遊び、絵本
の読み聞かせ。幼児。
　☆トランポリンの日＝２０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＝２１日（木）午前１０時半
～１１時半が「ペインティング遊び」。　※親
子とも汚れてもよい服装で。２８日（木）が「遠
足（小山台遺跡公園）」。午前１０時半に現地
集合、午後零時半に現地解散。弁当、水筒（飲
み物）、おやつ、敷物を持参。　※雨天中止
の場合は、遠足遊び。いずれも幼児。
　☆赤ちゃんとニコニコタイム＝２２日（金）
午前１０時半～１１時。絵本の読み聞かせやわ
らべ歌の後、情報交換をしましょう（育児
に関する質問等、気軽にご相談ください）。
零歳児とその保護者。
　☆将棋教室＝２７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。
　☆カポエイラ教室＝６月６日（土）午後
１時半～２時半。小・中学生。指導は松原
晋作氏。　※申し込み受け付け中。

　☆オセロ大会＝５月１６日（土）午後２時
から。トーナメント戦。小学生、先着８人。
　※申し込み受け付け中。
　☆ぴよぴよママの会＝２０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話しましょう。零歳児
の親子。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ご相談くだ
さい。
　☆おはなしの日＝２０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（合同）＝２１日（木）「春
の遠足（いこいの森公園）」。午前１０時半に
現地集合。１歳～４歳児。弁当、水筒（飲
み物）、おやつ、敷物を持参。　※雨天の場
合は、２８日の予定と入れ替わります。
　☆ひばひばＴａｌｋ＝２２日（金）午前１１時～
１１時４５分。春を迎えお子さんも成長し、保
育士さんを囲んで子育ての相談などを話し
ましょう。幼児。講師は戸辺笑美子氏。
　☆ドッジボールの日＝２３日（土）午後３
時から。小学生。　※当日受け付け
　☆中高生クッキング＝２３日（土）午後４
時～６時。４月のしゃべり場で決めたメニ
ューでクッキング。中学・高校生年代。
　☆おはなしわらべうた＝２５日（月）午前
１１時から。紙芝居、絵本、親子触れ合い手
遊び＆わらべ歌。幼児。
　☆ミニサッカーの日＝２７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。　※２０日（水）から申し込み
受け付け。
　☆幼児のつどい（うさぎ）＝２８日（木）
午前１０時～１０時４０分、親子リズム遊び。
　☆幼児のつどい（あひる）＝２８日（木）
午前１１時～１１時４５分、親子＆集団遊び。　※
２１日が雨天の場合は、２８日が遠足になりま
す。
　☆中高生バドミントン大会＝３０日（土）

午後５時～６時。トーナメント戦。中学・
高校生年代。
　☆零歳児企画（赤ちゃんと一緒）＝６月
３日（水）午前１０時～１１時。音のワークシ
ョップ。零歳児の親子、先着１５組。ハンカ
チを持参。講師は炭田契恵子氏。　※２４日
（日）から申し込み受け付け（電話申し込
み可）。

　☆おはなしタイム＝５月１８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＝１９日・２６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＝２０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。指導は原悠子氏。
　☆囲碁の日＝２０日・２７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。
　☆幼児のつどい＝２１日が「体力あそび」・
２８日が「忍者ごっこ」。いずれも木曜日、午
前１０時半から。幼児。
　☆すこやかタイム＝２５日（月）午前１０時
半から。体育遊び。３歳児。
　☆ハッピータイム＝２７日（水）午前１０時
半から。歌や触れ合い遊びで楽しくコミュ
ニケーション。零・１歳児。指導は遠藤あ
いり氏。
　☆親子エアロビクス＝６月１日（月）午
前１０時半～１１時半。親子で遊ぶエアロビク
ス。２歳以上の親子、１５組。講師は上田泰
子氏。　※５月１８日（月）午前９時半から申
し込み受け付け。
　☆太鼓教室＝６月１３日・２０日・２７日、７
月４日・１１日のいずれも土曜日、午後２時
～３時半。７月１１日（土）のくぬぎ縁日に
向けて練習します。小・中学生２０人。全５
回参加できる方。指導は和太鼓・翔巴。　※
５月１６日（土）午後１時半から申し込み受
け付け（電話申し込み不可）。

　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　６月３日（水）午前１０時～１１時
半▼会場　同センター▼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　６月１０日（水）午前１０時～１１時
半▼会場　同センター▼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）。
わくわく育児講座
　１歳～２歳児の子育ての悩みをテーマに
講座をします。遊び・生活・しつけなど話
し合います。ひとりで悩まず一緒に考えま
しょう。
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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

　▼日時　６月１７日（水）午前１０時～１１時
半▼会場　同センター▼対象　１歳～２歳
児の親子▼定員　先着１０組　※保育あり
（要予約）◆申し込みは同センターへ。
手作り布おもちゃの会
　▼日時　６月２日・１６日のいずれも火曜
日、午前１０時～正午▼会場　同センター▼
対象　乳幼児の保護者　※保育はありませ
ん。▼持ち物　裁縫箱、直径１.８～２.０cmの
ボタンを２個◆申し込みは同センターへ。
なかよし広場
　▼日程・会場　６月１２日（金）が第一小
学校、６月９日・２３日のいずれも火曜日が
第六小学校、６月１９日（金）が第十小学校
▼時間　いずれも午前１０時～１１時半▼対象
　零歳～５歳児とその保護者▼持ち物　ス
リッパ◆当日直接会場へ　※徒歩か自転車
でご来場ください。
子育て支援者のための基礎講座Ⅰ
　地域で子育て支援をしている方、家庭で
お孫さんの育児を支援している方（里帰り
出産の予定がある方）など、子育て支援者
を幅広く考えて、「妊娠・出産」「新生児か
ら乳幼児の子育て」「現代の子育ての困難
さ」などを３回の連続講座で行います。支
える側も最新の支援のあり方を学んでみま
せんか。
　▼日時　６月４日、１１日、２５日のいずれ
も木曜日、午後１時半～３時半▼会場　市
役所７階会議室◆申し込みと詳しくは同セ

ンターへ。

大人のためのおはなし会
　日ごろ、図書館や児童館で子どもたちに
お話を届けるボランティアの皆さんが、大
人の方向けに語ります。昔話や語りの世界
に、ご一緒にどうぞ。
　▼日時　６月２日（火）午前１０時半～正
午▼会場　中央図書館おはなし室
　詳しくは同図書館緯４７５・４６４６へ。

スポーツ体験講習
～市水泳連盟・市テニス連盟
　▼期日　５月２３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。

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

　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。
　絵本の読み方、選び方などを図書館職員がアドバイスします。ぜひ、
ご参加ください。
　▼日時・内容　第１回が５月２１日（木）「絵本編」、第２回が６月４
日（木）「紙芝居編」。時間は、いずれも午前１０時～１１時半▼会場　中
央図書館集会室
　詳しくは同図書館緯４７５・４６４６へ。

読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボララララララララララララララララララララララララララララララララランンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講読み聞かせボランティア入門講座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座



ジュニアクライミング教室
～市体育協会主催
　２５年に東京国体が開催されます。クライ
ミング競技の会場は、スポーツセンターで
す。体験してみたい、上達したいと思う小・
中学生を募集します。
①体験クライミング
　▼日時　毎月第１土曜日の午後４時４０分
～６時半▼対象　小・中学生◆当日直接会
場へ（初めての方歓迎）
②クライミング教室
　▼日時　毎月第２～第４火曜日の午後６
時半～８時▼対象　市内在住・在学で１年
を通して毎回参加できる小・中学生▼定員
　３６人（応募者多数の場合は選考予定）◆
申し込みは５月３０日（土）までに（必着）、
往復はがきに本教室名・住所・氏名・年齢・
電話番号・学校名・学年・保護者氏名を記
入の上、〒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事
務局あて郵送を
①②の共通事項
　▼会場　スポーツセンター▼講師　市山
岳連盟クライミング部▼参加費　無料
　詳しくは同協会事務局緯４７０・２７２２へ。

「ヘタでいい、ヘタがいい」の絵手紙
～リハビリのためにあなたも描いてみ
ませんか～
　さいわい福祉センターでは、身体に障害
のある方が絵手紙の創作活動を行っていま
す。初めての方にも、丁寧に指導します。
ぜひ、ご参加ください。
　▼日時　毎月第２・４土曜日の午前９時
半～１１時半（期間は１年間）▼対象　次の
いずれも該当する方。①市内在住で身体障
害のある６５歳未満の方②他施設でデイサー
ビス等を利用していない方③ご自身で通所
できる方④同センターでの機能回復訓練を
終了した方（ほかの医療機関等で機能回復
訓練を終了した方は、ご相談ください）▼
会場　同センター機能回復訓練室▼募集人
数　若干名▼費用　材料費として実費▼受
付期間　随時◆申し込みと詳しくは電話で
同センター緯４７７・２７１１へ。

第３９回市民文化祭実行委員会
を開催
　秋の文化の祭典「市民文化祭」が今年も
盛大に開催されます。この催しは、ＮＰＯ
法人東久留米市文化協会と参加する皆さん
で実行委員会を組織し、企画・運営を行い
ます。
　文化祭の準備を進めるため、実行委員会
を次の通り開催します。今年、作品の展示、
舞台への参加を希望する方で実行委員とし
て協力していただける方はご出席ください。
　▼日時　５月２３日（土）午前１０時から▼
会場　中央公民館ホール
　詳しくは同協会事務局緯４７７・４７００へ。
毎月開催　社協無料法律相談
６月は１４日（日）
　社会福祉協議会では、弁護士による無料
法律相談を毎月実施し
ています。事前予約制
ですので、ご希望の方
は次の内容を確認の上、
申し込みください。
　▼対象者　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
親族および関係者など▼内容　遺言、相続、

贈与、財産分与、成年後見制度・任意後見
制度、権利侵害、身上監護、その他権利擁
護に関すること▼相談日　毎月第２日曜日
の午後２時から▼相談時間　１件４０分、先
着４件まで▼会場　中央町地区センター◆
申し込みは５月１５日（金）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。
ボランティアセンターと一緒に企画
地域協働事業の企画案募集！
　社会福祉協議会ボランティアセンターで
は、地域協働事業の企画案を募集していま
す。ボランティアセンターの持つノウハウ
と、市民団体の知識・経験を一緒に合わせ
て、イベントや講座などを作りませんか。

　▼対象団体　市
内に活動拠点のあ
る非営利市民活動
団体（政治・宗教・
反社会的活動など
を目的としないこ
と）▼内容　ボラ

ンティア・市民活動に関するもの▼対象期
間　２２年３月末までに終了するもの▼助成
金額等　上限５万円まで、３団体▼企画相
談の進め方　①ボランティアセンターと一
緒に企画案を検討②企画案を申請③役割分
担④企画の実施⑤報告
　詳しくは同協議会ボランティアセンター
緯４７５・０７３９へ。
社会福祉協議会会員増強運動が始
まります
　東久留米市社会福祉協議会では、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
旨や事業にご賛同いただき、会員になって
いただけるよう、５月２０日（水）～７月３１
日（金）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　正会員は１,０００円
以上。特別会員は５,０００円以上。
　詳しくは同協議会緯４７１・０２９４へ。
「地域センターまつり」参加者募集
と第１回実行委員会の開催
　地域センターまつりの準備が始まります。
参加を希望する団体の方は、東部と南部が
５月３１日（日）まで、西部が５月２１日（木）
までに、それぞれ各地域センターに申し込
んでください。なお、１団体で複数の地域
センターまつりには申し込みできません。
　▼実行委員会開催日　東部が５月１４日
（木）、南部が６月１日（月）、西部が５月
２８日（木）のいずれも午後７時から▼各地
域センターまつり実施日　東部が９月１１日
（金）～１３日（日）、南部が９月１８日（金）
～２１日（祝）、西部が９月２５日（金）～２７日
（日）
　詳しくは東部緯４７０･８０２０、南部緯４５１･
２０２１、西部緯４７１･７２１０の各地域センターへ。
「世界赤十字デー」イベントを開催
します
　日本全国での赤十字活動をご理解いただ
くため、東久留米市赤十字奉仕団では次の
通りイベントを開催します。皆さんのご来
場をお待ちしています。
　▼日程　５月１５日（金）午前１１時～１７日
（日）午後４時▼会場　市役所１階屋内ひ
ろば、市民プラザホール▼内容　赤十字活
動写真パネル展・災害時の見舞品展示。
１６日（日）の正午から＝非常食炊き出し訓
練と試食（先着１５０人）▽午後１時から＝三
角きん等を使った救急法▽午後２時～２時
２０分＝可愛い子どもたちのフラダンス（オ・

ナ・プア・オナオナ・フラグループ）▽午
後２時２０分～３時２０分＝「皆で歌いましょ
う」。出演は井上淑子氏（指導）・小松久美
子氏（ピアノ）▽正午～午後４時＝チャリ
ティー指圧。１７日は、市社会福祉協議会と
の共催で、午前１０時半～正午＝防災情報交
換サロン▽午後１時半から＝手作り災害持
ち出し袋講座（参加費５００円、定員４０人。申
し込みは同協議会ボランティアセンター緯
４７５・０７３９へ）◆当日直接会場へ
　詳しくは同センターまたは福祉総務課福
祉政策係緯４７０・７７４１、赤十字奉仕団・竹
内緯４７３・０８４８へ。
水防訓練を実施します
　東久留米消防署では大雨や台風に備え、
水防訓練を実施します。市職員や消防署員、
消防団員、防火女性の会、近隣自治会等が
一体となり、各種水防工法や救出救助訓練、
身近な家庭用品による浸水防止、炊出し訓
練などを行います。東京消防庁ハイパーレ
スキューも特別参加します。
　水防や治水の大切さを理解していただく
よう、皆さんの来場をお待ちしています。
　▼日時　５月３１日（日）午前９時～１１時
▼会場　スポーツセンター北側空地
みんなで備えよう風水害
Ｑ．台風や大雨の情報を得たときは？
Ａ．家の周りの飛ばされそうなものは、室
内に入れるか固定などをしましょう。家の
周囲の排水溝などを点検し、つまりがない
ようにしておきましょう
　詳しくは同署警防課緯４７１・０１１９へ。

手塚治虫の長編アニメ
「鉄腕アトム・ジャングル大帝」上映会
～虫プロダクション製作～
　▼日時　６月２７日（土）午前の部は午前
１０時開演（９時半開場）、午後の部は午後２
時開演（１時半開場）▼会場　中央公民館
ホール▼入場料　全席自由。　前売券大人
７００円・子ども５００円･親子ファミリー券
１,０００円（当日券大人８００円・子ども６００円・
親子ファミリー券１,２００円）▼主催　ＮＰＯ
法人東久留米市文化協会▼後援　東久留米
市▼入場券頒布場所　文化協会事務所（中
央公民館内）、市民プラザ緯４７０・７８１３、東
部地域センター緯４７０・８０２０、南部地域セ
ンター緯４５１・２０２１、西部地域センター緯
４７１・７２１０、喫茶バオバブ（中央公民館内）
緯４７２・３１３８、ジンドー文具店（東久留米
駅北口）緯４７１・０３１０、證文堂滝山中央名
店街店緯４７１・６５６４、證文堂本町店緯４７４・
３９３９
　詳しくは同協会事務局緯４７７・４７００（月
曜～金曜日の午前１０時～午後５時）へ。
西部地域センターを一時閉館します
12月１日（火）～22年３月末
　西部地域センターを快適に利用していた
だくため、空調設備等の改修工事を施工し
ます。この間、西部地域センター内の滝山
連絡所を除く各施設（児童館、図書館、地
区センター、地域センター）は閉館するこ
とになります。しばらくの間ご不便をお掛
けしますが、ご理解とご協力をお願いしま
す。なお、詳細は別途お知らせします。
　詳しくは生活文化課緯４７０・７７３８へ。

「第７回多摩ブルー・グリーン賞」募集
　多摩地域の中小企業の活性化と、地域経
済の振興に寄与することを目的とした顕彰
制度です。優れた技術・製品を表彰する
「多摩ブルー賞」、新しいビジネスモデルを
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表彰する「多摩グリーン賞」があり、各最
優秀賞に副賞１００万円、各優秀賞に副賞５０万
円を贈呈します。
受賞者の方は、多
摩ブルー・グリー
ン倶楽部で、経済
振興のための地域
貢献活動にご参加
いただきます。
　▼主催　多摩信用金庫▼後援　経済産業
省関東経済産業局、東京都、多摩地域及び
その周辺の各市町村・商工会議所・商工会
他▼応募資格　多摩地域と周辺地域に事業
拠点を置く中小企業・個人事業主等▼募集
期間　５月１日（金）～９月１１日（金）
　詳しくは多摩ブルー・グリーン賞事務局
（たましん法人テレフォンセンター）緯
０４２・５２６・７７３９へ。
都立多摩図書館がリニューアルオ
ープンしました
　多摩図書館は、５月１日（金）公立図書
館として全国初の雑誌の集中サービスを行
う東京マガジンバンクの開設と、充実した
児童・青少年サービスを行う図書館として、
新たに開館しました。
　同図書館では、「チャレンジ！！進化し続
ける世界～世界が変わる」と題し、世界恐
慌、第１次石油危機、そして２００９年を転換
点とし、次代を切り拓く図書館の挑戦を記
念展示します。
　▼展示日時　７月１日（水）までの午前
９時半～午後７時▼ご注意　土曜・日曜日
は午後５時まで。６月４日（木）と２１日
（日）は休館となります。
　詳しくは同図書館緯０４２・５２４・７１８６へ。

ガ イ ド 《おわびと訂正》広報５月１日号６面
のガイド欄に掲載した「肝臓週間にち
なんで講演会を開催します」の電話番
号に誤りがありました。正しくは国立
東京病院庶務課緯４９１・２１１１です。お
わびして訂正します。


