
�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

　�４７２・１１３１

◎ホームページのご意見箱　

http://www.city.higashikurume.lg.jp/goiken.htm

20. 12. 15

【 主 な 問い合わせ先】【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】
○東久留米市役所　�４７０・７７７７（代）（受付は平日の午前８時半～午後５時）
　▽ごみ対策課　�４７３・２１１７（粗大ごみの申し込みは�４７３・２１１８）
　▽健康課　保健サービス係�４７７・００２２、予防係�４７７・００３０
　　　　　　特定健診係�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）�４７７・１１１５
○中央図書館　�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　�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　�４７１・０１１９（一般事務は市役所と同じ時間）
○スポーツセンター　�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　�４７０・７８１３▽西部　�４７１・７２１０、南部　�４５１・２０２１、
　東部　�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　�０５７０・０９１１００ ／ ０５７０・０９１１０１

▼シルバー人材センター　　�４７５・０７３８　▼社会福祉協議会　　　　�４７１・０２９４

▼多摩六都科学館　　　　　�４６９・６１００　▼柳泉園組合　　　　　　�４７０・１５５５

▼多摩小平保健所　　　　　�４５０・３１１１　▼田無警察署　　　　　　�４６７・０１１０

（ ）
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人口と世帯　人口１１４，６８６人（男５６，８８８人　女５７，７９８人）　世帯数４９，８０６＜平成20年１２月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１，７４７人＜平成20年１２月１日現在＞

　１２月２３日は火曜日の祝日、２１年１月１２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�４７３・２１１７（粗大ごみの申し込みは�４７３・２１１８）へ。

公立昭和病院
　１２月２７日（土）～２１年１月４日（日）の一般外来診察を休診します。なお、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）ですので、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、事前に同病院�４６１・００５２へ問い合わせてください。また、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。

多摩小平保健所
　１２月２７日（土）～２１年１月４日（日）は閉庁します。

　詳しくは同保健所�４５０・３１１１へ。

昭和病院・保健所昭和病院・保健所

年末は12月30日年末は12月30日（火）（火）まで・年始は１月５日まで・年始は１月５日（月）（月）からから

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２１日・２３日・３１日、２１年１月２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、�４７３・３６６３）

　１２月２８日＝たかはしクリニック（本町２－３－４、�４７９・１８００）

　１２月３０日＝山口内科・呼吸器科クリニック（本町３－１２－２、�４７２・２３８６）

　２１年１月１日＝石橋クリニック（東本町８－９、�４７７・５５６６）

　２１年１月４日＝おざき内科循環器科クリニック（幸町４－２－１、�４７７・０５５５）

　【歯科】

　１２月２１日・２３日・２８日・２９日・３０日・３１日、２１年１月１日～４日＝わくわく健康プ

ラザ内休日歯科診療所（滝山４－３－１４、�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２１日・２８日・３０日、２１年１月１日・３日＝前田病院（中央町５－１３－３４、

　�４７３・２１３３）

　１２月２３日・２９日・３１日、２１年１月２日・４日＝滝山病院（滝山４－１－１８、

　�４７３・３３１１）

平日準夜間小児初期救急診療　※１２月２９日（月）～２１年１月２日（金）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、�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、�０４２・３９６・３８１１）

休日・夜間診療休日・夜間診療 　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。

年末年始特集－ごみの収集と医療・保健年末年始特集－ごみの収集と医療・保健

表１　粗大ごみの収集日程

年始開始日年末最終日

１月７日（水）から１２月２５日（木）まで

表２　し尿のくみ取り日程

収　集　日申し込み日

１２月３０日（火）までに収集します１２月２２日（月）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２３日（祝）～２６日（金）

燃 や せ な い ご み

　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）

燃 や せ る 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

　　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

●が収集日です

日土金木水火月

２８２８２７２７●２６ ●２５ ●２４ ●２３ ●２２ 

４４３３２２１１３１３１●３０ ●２９ 

１１１１１０１０●９ ●８ ●７ ●６ ●５ 

ごみ収集年末年始カレンダー

市役所の窓口・施設の年末年始業務日程は７面に

　いよいよ年の瀬、街中は何かと慌ただしくなり、ちょっとした気持ちのスキを狙っ

た犯罪が起きやすい時期です。

　田無警察署では、「わが街を　みんなで守ろう　年の暮れ」をスローガンに、１２月２０

日（土）～２９日（月）の間、年末地域安全運動を展開します。

　今年１月～１０月３１日に市内では、ひったくり３４件、振り込め詐欺３７件、空き巣２３件

が発生しました。特に年末の１２月中、①「振り込め詐欺」の被害防止②子どもに対す

る犯罪の被害防止③空き巣および女性や高齢者を狙うひったくりの被害防止④自転車

盗の被害防止⑤地域環境の浄化と少年の非行防止のため、田無警察署では、東久留米

市のほか、防犯協会、母の会などの防犯ボランティア団体と地域の方たちの協力を受

け、各種防犯活動を展開します。

　詳しくは田無警察署生活安全課�４６７・０１１０または市防災防犯課�４７０・７７６９へ。
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４カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　▼日時　①１２月１８日②２１年１月８日のい

ずれも木曜日、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４５分～３時半受け付け▼会場

　わくわく健康プラザ▼対象　①が２０年８

月３日～２５日、②が８月２６日～９月１４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�４７７・

００２２へ。

育児相談
　▼日時　１２月１９日（金）午前９時半～午

後２時▼会場　中央公民館▼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�４７７・００２２へ

　☆折り紙教室＝１２月１６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＝１６日（火）午後３時半か

らが幼児、４時からが小学生。絵本の読み

聞かせなど。

　☆オセロ大会＝１７日（水）午後３時半か

ら（３時１５分集合）。トーナメント戦。小学

生。

　☆絵本だいすき＝１９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。

　☆クリスマスおたのしみ会＝２０日（土）

午後２時～３時１５分。ハンドベル、クイズ、

歌、合奏など。４歳以上、２００人。会場は西

部地域センター３階ホール。　※参加整理

券（無料）配布中。

　☆大掃除＝２７日（土）午後３時～４時半。

みんなで遊んだ児童館の部屋をきれいに掃

除しましょう。小学生。

　☆おはなしタイム＝１２月１５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＝

１６日（火）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＝１７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＝１７日・２４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。

　☆環境整備の日＝２７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。　※午後２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１７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（木）・１９日（金）いず

れもの日も、午後２時から。カラーセロフ

ァンのステンドグラス作り。小・中学生。

　☆羊毛フェルト工作＝２０日（土）午後１

時半～４時半。小・中学生２２人。指導は田

中美沙子氏。　※申し込み受け付け中。

　☆交通安全・防犯教育の日＝２２日（月）

午後４時から。冬休み交通安全のお話をし

ます。小学生。

　☆将棋大会＝２４日（水）午後３時から。

小学生。指導は東久留米市将棋研究会。　※

対戦開始前に申し込みを。

　☆大掃除・環境整備の日＝２５日（木）午

後１時半から。１年間遊んだ児童館をみん

なできれいにしましょう。小・中学生。

　☆おはなしの日＝１２月１６日（火）午前１１

時から。絵本の読み聞かせ、手遊び。幼児。

　☆赤ちゃん広場＝１７日・２４日のいずれも

水曜日、午前１０時～正午。楽しく交流しま

しょう。零歳児とその保護者。

　☆クリスマス会実行委員会＝１７日（水）

午後３時半～４時半が出し物練習、最終確

認。１９日（金）午後３時半～４時半が会場

20. 12. 15

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

（ ）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

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

作り。２０日（土）午前１０時～１１時半がリハ

ーサル。実行委員会は必ず出席してくださ

い。

　☆作ってあそぼう＝１９日（金）午前１０時

～１１時半。幼児。

　☆クリスマス会＝２０日（土）午後１時半

～３時半。ダンス、ハンドベルなど、みん

なで楽しみましょう。４歳児（保護者同伴）

～中学生２００人。　※午前中はクリスマス会

リハーサル、準備のため閉館になります。

　☆おはなし会＝２２日（月）午後３時から。

素話、絵本の読み聞かせ。小学生。

　☆折り紙教室＝２５日（木）午後２時半～

４時。小学生。指導は本多秀子氏。

　☆大掃除＝２７日（土）午後３時半から。

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。　※３時半からは

児童館で遊べません。

　☆ドッジボールの日＝１２月１７日（水）午

後３時半から。試合。小学生。

　☆おはなしの日＝１９日（金）午後４時か

ら。お話、手遊び（水曜お話し会による）。

小学生。

　☆中高生クリスマス会＝２０日（土）午後

４時半～６時半。皆でパーティーを楽しも

う（ゲーム、会食、その他イベントあり）。

中学・高校生。午後２時から準備開始、お

手伝いしてくれる方は集合。　※準備のた

め、工作室と集会室は午後２時～７時の間

使用できません。

　☆工作の日＝２１日（日）午後１時から。

クリスマスリースを作ろう。小学生、先着

１０人。　※当日受け付け。

　☆おはなしわらべ

うた＝２２日（月）午

前１１時から。紙芝居、

絵本、親子触れ合い

わらべ歌。幼児。

　☆バドミントン大

会＝２４日（水）午後

３時半から。トーナメント戦。小学生、先

着１６人。　※１２月１７日（水）から申し込み受

け付け。

　☆中高生バドミントン大会＝２７日（土）

午後５時～６時。トーナメント戦。中学・

高校生年代。　※当日受け付け

ひばりが丘図書館
「冬のおたのしみ会」
　ひばりが丘図書館では、冬休みの行事と

して「冬のおたのしみ会」を行います。ボ

ランティアグループの水曜おはなし会と、

図書館の職員がペープサートや人形劇など

を上演します。皆さんでお越しください。

　▼日時、内容等　１２月２４日（水）１回目

が午前１１時～正午。幼児向け。ペープサー

ト「こねこのねる」ほか▽２回目が午後３

時半～４時半。小学生向け。人形劇「ねず

みの嫁いり」ほか▼会場　南部地域センタ

ー２階講習室▼入場料　無料◆直接会場へ

　※車での来場はご遠慮ください。

　詳しくは同館�４６３・３９９６へ。

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

年　　　　始年　　　　末
日 　程

施 　　設　　 名 ５日
（月）

４日
（日）

３日
（土）

２日
（金）

１日
（祝）

３１日
（水）

３０日
（火）

２９日
（月）

２８日
（日）

２７日
（土）

２６日
（金）

市役所・連絡所

わくわく健康プラザ（※１）

図書館（中央・滝山・ひばりが丘・東部）

中央公民館

◎市民プラザ

◎地域センター（西部・南部・東部）

◎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（※２）

青少年センター

児童館（滝山・くぬぎ・中央・けやき）（※３）

子どもセンターひばり（※３）

「◎」は午後５時まで
★証明書自動発行機での証明…１２月２９日（月）～１月３日（土）は利用できません。１２月２８日（日）の午後５時以降と１月４日（日）
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。ただし、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
（日）、１月４日（日）のいずれも通常通り午後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２６日（金）の午後５時までと１月５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
★出生・死亡・婚姻届等の戸籍関係届け出…１２月２７日（土）～１月４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（日）～１月４日（日）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（日）まで、年始は１月５日（月）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）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（月）～１月２日（金）の開館時間は午後９時半までです。
（※３）１２月２６日（金）は館内整理日のため、子どもセンターひばり（２８日〈日〉が館内整理日）を除く４児童館は休館となります。

市役所の窓口・施設の年末年始業務日程 （■はお休みです）

　利用した覚えのないサイトから、「利用料の未納がある」と書かれたメールが携帯電話に届き、振り込んで

しまうというケースが増えています。これは典型的な架空請求です。このようなメールが届いても、返信せ

ずに無視しましょう。

　心配な場合は、消費者センターか、都の架空請求１１０番�０３・３２３５・２４００に相談してく

ださい。なお、すでに支払ってしまった場合は、すぐに田無警察署�４６７・０１１０に相談し

てください。

　詳しくは市消費者センター�４７３・４５０５へ。

携携携携携携携携携携携携携携携携携携携携携携携携携携携携携携携携携帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話でででででででででででででででででででででででででででででででででののののののののののののののののののののののののののののののののの架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架架空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求ががががががががががががががががががががががががががががががががが急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！携帯電話での架空請求が急増！携帯電話での架空請求が急増！携帯電話での架空請求が急増！



多摩・島しょ子ども体験塾
「小・中学生フットサル教室」
　サッカー元日本代表の前園真聖氏がやっ

て来ます。ぜひ、直接指導を受けてみませ

んか。

　▼日時　２１年１月２５日（日）午前１０時～

午後３時▼会場　スポーツセンター▼内容

　前園氏による実技指導と、関東１部リー

グ所属のフットサルチーム「カフリンガ東

久留米」の模範試合、「カフリンガ女子」対

「芸能人女子チーム」の模範試合▼対象　

市内在住の小学４年～中学生▼定員　１００

人（応募者多数の場合は抽選）▼参加費　

無料▼持ち物　弁当、飲み物、体育館履き、

サッカーボール（持っている方。名前を書

いてください）◆申し込みは２１年１月１５日

（木）までに（必着）、往復はがきに教室

名・住所・氏名・性別・電話番号・学校名・

学年・サッカー経験の有無・保護者名を記

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あ

て郵送を

　詳しくは同協会事務局�４７０・２７２２へ。

市民ハイキング
「長瀞アルプスと宝登山神社初詣」
～市山岳連盟主催

　▼日時　２１年１月１０日（土）午前６時４５

分集合（雨天中止。中止の場合は、前日午

後７時ごろまでに連絡します）▼集合場所

　東久留米駅２階改札口前▼行き先　秩父

鉄道野上駅→長瀞ア

ルプス→宝登山（標

高４９７㍍）→宝登山神

社→長瀞駅（解散）

▼歩行時間　約３時

間２０分▼対象　一般

向き▼持ち物　靴

（軽登山、トレッキ

ング用）、弁当、飲み物、雨具ほか▼参加費

　８００円（保険料含む）。交通費（約２,０００円）

は実費◆申し込みと詳しくは１２月２５日（木）

までに同連盟・岩田�４７６・１０２８（午後７

時～８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２７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�

４７０・７７８４へ。

普通救命講習
　▼日時　１２月２１日（日）午前９時～正午

▼会場　西部地域センター▼内容　救急隊

によるＡＥＤ（自動体外式除細動器）の操

作、心肺蘇生（そせい）、応急手当ての指導

▼定員　先着２０人▼費用　１００円（テキスト

代）◆当日直接会場へ

　詳しくは消防本部警防課救急福祉係�

４７１・０１１９へ。

薬湯の日“ゆず湯”と“南天の湯”
　▼日程　１２月２１日（日）がゆず湯、２１年

１月４日（日）が南天の湯▼会場・時間　

源の湯（東本町７－６、�４７１・０００５）が

午後３時半～１１時、第二喜多の湯（幸町１

－５－１０、�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�４７０・

７７４３へ。

公民館シネマ
アニメ映画「白旗の少女・琉子」と、劇
映画「自転車」
　太平洋戦争末期の沖縄、白旗を掲げ投降

する少女のドキュメンタリーフィルムをア

ニメ化した感動の映画です。映画「自転車」

は、自転車で北海道一周に果敢に挑戦する

小学６年生の子どもたちを追ったドキュメ

ンタリー作品（子ども～大人向け）。

　▼日時　２１年１月１０日（土）午後２時開

演（１時半開場）　 ※上映時間は、１時間

４５分です。▼会場　中央公民館ホール▼入

場料　無料◆当日直接会場へ　

　詳しくは公民館�４７３・７８１１へ。

親子で楽しいクリスマスコンサート
　クリスマスにちなんだ名曲を親子でお楽

しみください。

　▼日時　１２月２０日（土）午後１時半開演

（１時開場）　 ※演奏は約１時間の予定▼

会場　中央公民館ホール▼曲目　バッハ作

曲｢主よ人の望みの喜びよ｣、シューベルト

作曲｢アヴェ・マリア｣、「クリスマスソング・

ディズニーソングメドレー」ほか▼出演　

星優子（フルート）､中路真由美（ピアノ）

の各氏▼入場料　無料◆当日直接会場へ

　詳しくは公民館�４７３・７８１１へ。

多摩六都フェア「ぴゅあ　あーと展」
　多摩北部都市広域行政圏協議会（東久留

米市、小平市、東村山市、清瀬市、西東京

市で構成）では、障がいのある方の芸術・

文化活動を推進することを目的に「第３回

　ぴゅあ　あーと展」を開催します。障が

いのある皆さんの絵画・工作・陶器などの

作品の展示を行います。多くの皆さんの来

場をお待ちしています。

　▼日時　２１年１月１４日（水）が午後３時

～６時、１５日（木）・１６日（金）が午前１０時

～午後５時（オープニングセレモニーを１４

日〈水〉午後５時から予定）▼会場　市民

プラザホール、市役所１階屋内ひろば▼入

場料　無料

　詳しくは企画調整課�４７０・７７０２へ。

赤い羽根共同募金
歳末たすけあい運動（地域支え合い募
金）ご協力を
　市社会福祉協議会では、１０月から「赤い

羽根共同募金」、１２月に「歳末たすけあい運

動」を全市的に実施しています。

　▼募金の主な使いみち　

「赤い羽根共同募金」は東

京都共同募金会へ納付後、

主に都内にある福祉団体の

備品購入・運営費等の支援

として配分されます。「歳末

たすけあい運動」（地域支え

合い募金）は市内の必要な方への見舞金の

ほか、地域の福祉活動等に配分されます。

　募金は同協議会事務局（わくわく健康プ

ラザ２階）、中央町地区センター、上の原・ひ

ばりが丘・滝山の各連絡所で、年内は１２月

２６日（金）、年始は１月２３日（金）まで受け付

けています。皆さんのご協力をお願いしま

す。

　詳しくは同協議会�４７１・０２９４へ。

「防災情報交換サロン」参加者募集
　地震の備えはありますか。このサロンで

は、「備蓄って何をするの」「火災警報器は

どうしたらよいのか」など、地域で活動し

ている方や自治会の事例を紹介し、情報交

換をします。防災について興味のある個人

や自治会、団体、企業などはご参加くださ

い。聴講のみの方も歓迎です。

　▼日時　２１年１月１９日（月）午後１時半

～４時▼会場　市役所７階７０１会議室▼定

員　５０人▼参加費　無料◆申し込みは２１年

１月１６日（金）までに電話で社協ボランテ

ィアセンター�４７５・０７３９へ

　詳しくは同センターへ。

毎月開催　社協無料法律相談
１月は１１日（日）
　市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　市内在住の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▼相談日時　２１年１月１１日

（日）午後２時から▼会場　中央町地区セ

ンター（中央町６－１－１）▼定員　先着

４件（相談時間は１件４０分）◆申し込みは

１２月１５日（月）午前８時半から電話で同協

議会�４７９・６２９４へ

　詳しくは同協議会地域福祉係へ。

医師法に基づく届け出を
医師・歯科医師・薬剤師・保健師・看護
師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士
　医師法等の規定により２０年１２月３１日現在

の届け出が必要です。届出用紙は多摩小平

保健所で配布しています。届け出は、２１年

１月１５日（木）までに同保健所に提出して

ください。

　詳しくは同保健所企画調整課保健医療係

�４５０・３１１１（薬剤師については同保健所

生活環境安全課薬事指導係�４５０・３１１１）

へ。

消防歳末特別警戒を実施します
火のしまつ　君がしなくて　誰がする
　年末年始は一年のうちで最も火災の起こ

りやすい時期です。東

久留米消防署と市消防

団では、１２月２６日（金）

～３１日（水）の間、消

防歳末特別警戒を実施

し、市民の皆さんに防

火を呼び掛けます。家

庭でも、家の周りの整理整とんや火の元の

点検を心掛けてください。

　詳しくは同署�４７１・０１１９へ。

消防出初式
　恒例の消防出初式を２１年１月７日（水）

午前１０時から中央公民館で行います。

　出初式は式典とパレードの２部構成で行

います。式典では消防本部と一体となって、

市民の生命と財産を災害から守るために、

職業を持ちながら活動している消防団員の

永年勤続表彰と退団者への感謝状が贈呈さ

れます。パレードは当日の午前１１時４５分ご

ろから（式典の進行状況により多少前後す

る場合があります）、中央公民館～東久留米

駅西口の区間で消防車両のパレードを行い

ます。どうぞご覧ください。なお、パレー

ドは交通規則・規制に従って行います。

　▼ご注意　当日の午前７時に開催を告げ

るサイレンが市内一斉に鳴りますが、火災

ではありません

　詳しくは消防本部総務課�４７１・０１１９へ

製造事業所の皆さんへ
統計調査にご協力ください
　平成２０年工業統計調査を１２月３１日現在で

行います。

　工業統計調査は、製造業を営む事業所を

対象として、その活動実態を明らかにする

ことを目的として調査します。調査の実施

20. 12. 15

に当たっては、来年１月～２月にかけて調

査員が伺います。なお、調査票に記入して

いただいた内容については、統計法に基づ

き秘密が厳守されますので、正確な記入を

お願いします。

　詳細は経済産業省の統計ホームページを

ご覧ください。

　詳しくは企画経営室総務課�４７０・７７１４

へ。

東京都「耐震フォーラム」
　▼日時　２１年１月１２日（祝）、午後１時半

から▼会場　都庁第一庁舎５階大会議場▼

内容　第１部は講演「地震被害と住宅の耐

震化」、第２部は木造住宅向け会場とマンシ

ョン向け会場に分かれ、木造住宅向けは木

造住宅耐震化の講演・無料相談会、マンシ

ョン向けは耐震改修を実施した管理組合、

設計者、施工者による講演を行います◆申

し込みは１２月２６日（金）までに、氏名・電

話・人数・木造かマンションかを記入の上、

ファクス（０３・３５５３・０７６４）または電子メ

ールで東京都防災・建築まちづくりセンタ

ーへ送信してください

　詳しくは都都市整備局ホームページをご

覧いただくか、同局�０３・５３８８・３３６２へ。

ガ イ ド

　今号は、「Ｑ＆Ａ消費生活の正しい知

識」を休載します。

◆都防災・建築まちづくりセンター

電子メールアドレス

kouzou@tokyo-machidukuri.jp

◆都都市整備局ホームページアドレス

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.

jp/kenchiku/taisin/index.html

◆経済産業省　統計ホームページアドレス

http://www.meti.go.jp/statistics/


