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人口と世帯　人口１１４,７０６人（男５６,９３０人　女５７,７７６人）　世帯数４９，７３８＜平成２０年７月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１,７１１人＜平成２０年７月１日現在＞

�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
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うり作り（１日かけて作ります）。小・中学

生（各日６人）。　※７月１５日（火）午後３

時半から申し込み受け付け（電話不可）。

　☆みんなでアート＝７月１６日（水）午後

２時から。コーンの壁面作り。小・中学生。

　☆交通安全・防犯の日＝１７日（木）午後

４時から。夏休みの前に、交通安全、防犯

についてお話をします。小学生。

　☆工作の日＝２４日（木）・２５日（金）のい

ずれも午後２時から。くるくる花火を作ろ

う。小・中学生。

　☆環境整備の日＝２６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＝３０日（水）午後３時から。

小学生。指導は東久留米市将棋研究会。

　☆赤ちゃんひろば＝７月１６日（水）午前

１０時～正午。みんなで交流しませんか。零

歳児とその保護者。

　☆交通安全・防犯の日＝１７日（木）午後

３時半から。夏休みの前に、交通安全、防

犯についてお話をします。小学生。

　☆作って遊ぼう＝１８日（金）午前１０時～

１１時半。お母さんとかんたん工作。幼児。

指導は本多和美氏。

　☆おはなし会＝２８

日（月）午後３時から。

絵本の読み聞かせ、

素話。小学生。

　☆木工教室＝８月

７日（木）・８日（金）

午前９時半～１１時半

と午後１時半～４時。

木のおもちゃを作り

ます。小学３年生以上（各日１０人）。　※７

月２５日（金）午前９時から申し込み受け付

け（本人か家族）。

　☆お泊り会＝９月６日（土）午後５時～

７日（日）午前８時４５分。班を作り、ゲー

ムなどで楽しみます。小学１年～６年生４０

人。参加費５００円。　※７月２２日（火）～

２９日（火）の午前９時から申し込み受け付

け。応募者多数の場合は抽選。

４カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　▼日時　７月３１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
　２０年３月１８日～４月８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。

１歳６カ月児健康診査
　▼日時　７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　１８年１２月２３日～１９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�４７７・

００２２へ。

育児相談
　▼日時　７月１８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�４７７・００２２へ

あなたの町の健康相談
　足の筋力を足指力計でチェック。足元を

ケアして若さと健康を保ちましょう。気軽

にご相談ください。保健師や栄養士による

健康相談もあります。

　▼日時　７月２５日（金）

午後２時～４時▼会場

　南部地域センター◆

当日直接会場へ

　詳しくは健康課保健サービス係�４７７・

００２２へ。

食事相談・健康相談
　▼日時　７月２９日（火）午前９時半～１１

時半▼会場　わくわく健康プラザ▼内容　

血糖・コレステロール・中性脂肪・血圧・

その他、乳幼児～高齢者の食事や健康に関

すること、体組成（体脂肪率や筋肉率など）

の測定◆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

　☆おはなし会＝７月１５日・２２日・２９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。

　☆折り紙教室＝１５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。

　☆卓球大会＝１６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。

　☆絵本だいすき＝１８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。

　☆おはなしの日＝７月１５日・２２日・２９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～１１時１５分。わらべうたで遊ぼう。零・

１歳児。指導は原悠子氏。

　☆囲碁の日＝１６日・２３日・３０日のいずれ

も水曜日、午後３時から。囲碁に挑戦して

みよう。小・中学生。指導は囲碁連盟。

　☆環境整備の日＝１８日（金）午後３時半

から。みんなで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。

　☆すこやかタイム＝２８日（月）午前１０時

半～１１時半。プール遊び。幼児（要保護者

同伴）。　※おむつのとれている３歳児。

　☆アトリエくぬぎ＝８月１１日（月）～１６

日（土）午前９時半集合（時間厳守）。布ぞ

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　�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

（ ）

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２０日・２１日・２７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）

　【歯科】

　７月２０日・２１日・２７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）
　７月２０日・２７日＝前田病院（中央町５－１３－３４、�４７３・２１３３）

　７月２１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
　月曜・水曜日（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）

　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・夜間診療休日・夜間診療

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

７月２１日（海の日）のごみ収集は
　７月２１日は月曜日の祝日ですが、通常通り該当地区について収集作業を行います。

　詳しくはごみ対策課�４７３・２１１７（粗大ごみの申し込みは�４７３・２１１８）へ。

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
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　☆中高生バスケットボール教室＝７月１７

日（木）午後５時～６時。バスケットボー

ルの技術指導、ゲーム。中学・高校生年代。

室内用運動靴持参。講師は下村朋史氏。　

　☆おはなしの日＝１８日（金）午後４時から。

手遊び、素話、絵本（水曜お話し会）。小学

生。

　☆卓球大会＝２１日（祝）午後２時から。

トーナメント戦。小学３年生以上（先着１６

人）。　※申し込み受け付け中。

　☆切り絵の日＝２４日（木）随時。オリジ

ナルの切り絵を作ろう。小学生。

　☆オセロ大会＝２７日（日）午後２時から。

トーナメント戦。小学生（先着８人）。　※

７月２０日（日）から申し込み受け付け。

　☆おはなしわらべうた＝２８日（月）午前

１１時から。紙芝居、絵本、親子触れ合いわ

らべうた。幼児。

子ども家庭支援センターをご利用
ください
　子ども家庭支援センター（わくわく健康

プラザ２階）は、零歳から１８歳未満のお子

さんと子育てをしているご家庭に関するど

んなことでも相談できる窓口です。

　生活環境や社会環境が変化してきた今、

子育て体験をしたり、人間関係を築く機会

が少なくなっています。そのような中では

「わが子であってもどのように接していけ

ばよいのか分からない」「助けてほしくても、

なかなか助けてもらえない」という状況が

起こりやすく、不安や心配、イライラなど

を抱えることは当然ともいえます。子育て

の不安や虐待、いじめ、不登校、非行など、

さまざまな問題で悩むことも少なくありま

せん。一人で悩まず、一緒に考えられるよう、

お手伝いしていきます。

　また、育児不安の解消にお母さんもお友

達を作りませんか。相談のほか、親子の交

流の場にも同センターを

ご利用ください。

○子育て総合相談
　一人で悩まず気軽にご

相談ください。相談専門

電話番号は�４７１・０９１０です。

○子どもショートステイ
　保護者が出産、病気等でお子さんの養育

にお困りのときにご利用ください。対象は

１歳半～小学校６年生です。事前に手続き

が必要です。

○交流スペース
　親子や友達と、気軽に遊べる広場です。

赤ちゃん向けのおもちゃや畳のコーナーも

あります。

○くつろぎスペース
　飲食できる専用のお部屋です。ミルクの

お湯や離乳食の温めもできます。

○地域活動室
　子育てグループや地域子育てボランティ

ア等の集まりにご利用ください。使用料は

無料（要予約）。

　利用時間・手続き等、詳しくは同センタ

ー�４７１・０９２０へ。

「２００８年夏　絵本展～おおきく
なるってどんなこと？～」と講演会
　今年は「おおきくなるってどんなこと？」

をテーマに、体や心の成長、親子のきずな

という子どもの成長がテーマの絵本を展示

します。子どもにとって大きくなることは、

喜びでもあり、不安でもあります。それは、

子どもを見守る家族にとっても、同じでは

ないでしょうか。

　今年の絵本展は、子育てファミリーを応

援するエールを込めた絵本も集めました。

子どもたちはもちろん、新米パパ・ママの

来場もお待ちしています。期間中は、毎日

おはなし会を開催します。夏休みのスター

トに、家族でご来場ください。

　なお、絵本展は東久留米地域文庫親子読

書連絡会と図書館の共催事業です。

　▼日時　７月１９日（土）～２２日（火）午

前１０時～午後５時（２２日は午後４時まで）

▼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　※おはなし会は、

午前１１時と午後３時から（２１日は午後３時

のみ）。申し込み不要。

　詳しくは同館�４７５・４６４６へ。

○講演会「おおきくなるってどんなこ
と？」
　東久留米地域文庫親子読書連絡会主催で、

小児科医の山田真氏による講演会を開催し

ます。

　同氏は「はじめてであう小児科の本」な

どの育児書だけではなく、「おねしょの名

人」など、楽しい子どもの本の著者でもあ

ります。

　▼日時　７月２１日（祝）午前１０時半～午

後零時半▼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　※保育

あり。７月１９日（土）までに電話で申し込

みを。

　保育の申し込みと詳しくは松原�４７７・

７８９０または山口�４５８・８３０１へ。

スポーツセンター
「水泳１カ月短期集中レッスン」
①泳げない方のためのクロール

　顔をつけることも初めての方から、なか

なか息つぎがうまくいかない方まで、基本

的な教程を中心にレッスンします。

　▼日時　４日間コース。９月２日・９日・

１６日・３０日のいずれも火曜日、午前１０時～

１１時

②平泳ぎ（別な泳法で２５ｍ以上泳げる方）

　「平泳ぎがなかなか進まない」「進んでい

る感じがしない」「平泳ぎって難しい」と感

じている方にフォームチェックや、効果的

な手足の動かし方、タイミングをレッスン

します。

　▼日時　４日間コース。９月２日・９日・

１６日・３０日のいずれも火曜日、午前１１時～

正午

③メタボ改善水中トレーニング

　メタボリックシンドロームを改善するに

は食事と運動が必要ですが、腰痛やひざの

痛みがあってなかなか運動できない方がい

ます。水中では浮力があり、腰・ひざに負

担をかけずにトレーニングできます。一人

で運動するより、みんなで一緒にトレーニ

ングした方がやる気が出るでしょう。水中

ウオーキングやアクアヌードルを使って体

を引き締めます。健康運動指導士が指導し

ます。

　▼日時　４日間コース。９月３日・１０日・

１７日・２４日のいずれも水曜日、午後１時～

２時

≪①②③共通事項≫

　▼対象　成人の方▼定員　１０人（応募者

多数の場合は抽選）▼参加費　３，１５０円と施

設使用料４日分◆申し込みは８月１日（金）

～１４日（木）に（消印有効）、往復はがきに

「水泳１カ月短期集中レッスン」と明記し

て、希望コース・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）、

〒２０３－００１１、大門町２－１４－３７、スポー

ツセンターあて郵送を

　詳しくは同センター�４７０・７９００へ。

第２２回ミックスダブルステニス大
会
～市テニス連盟
　▼日時　８月１７日（日）。予備日は２４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・在テニススクールで高校

生以上の方▼参加費　１ペア２，０００円◆申

し込みは７月２９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、後日郵送する組み

合わせ表でお知らせします。申し込み後の

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２日（日）に行う予定です。

　詳しくは佐々木�４７３・００７９（夜間）へ。

上級救命講習会（２日間コース）
　▼日時　９月６日（土）・７日（日）のい

ずれも午前９時～午後１時▼内容　心肺蘇

生（そせい）法、ＡＥＤ（自動体外式除細

動器）操作、搬送法、応急手当など▼対象

　市内在住・在勤・在学で満１５歳以上の方

▼定員　４０人（応募者多数の場合は抽選）

▼参加費　１００円（教材費）◆申し込みは

８月１５日（金）までに（必着）、往復はがき

に住所・氏名・性別・電話番号を記入の上、

〒２０３－００５２、幸町３－４－３４、消防本部

警防課救急福祉係あて郵送を。

　詳しくは同係�４７１・０１１９へ。

市民自主企画講座
○「未来をひらく歴史」　
　過去に学び、より良い未来を作るために、

日本とアジアの国々の歴史を学び考える講

座です。日本の敗北と中国、東アジア、日

本国憲法の制定と戦後改革、朝鮮解放と南

北２つの国家の成立など、戦後の歴史のひ

とこまを学びましょう。

　▼日程　全３回。①７月２７日②９月２８日

③１０月２６日のいずれも日曜日▼時間　午後

２時～４時▼会場　①が西部地域センター

講習室、②が中央公民館、③が中央図書館

▼テーマ　東アジアの近代史▼対象　市内

在住・在勤の方▼講師　元都立大学講師の

塚田勲氏▼参加費　１００円▼定員　先着６０

人

○東久留米湧（ゆう）水シンポジウム～
都市河川と都市近郊河川及び日本の河
川を考える～
　かつて大都市、江戸、大阪の河川は、物

資運搬、人の往来の大動脈でした。それが

現在では、大都市の河川はアキレス腱（け

ん）となっています。韓国では高速道路で

埋まっていたのをはがして清渓川（チョン

ゲチョン）を復元しました。今、日本の河

川全体が再検討を迫られる時代になりまし

た。実例を挙げて講演します。

　▼日時　８月３日（日）午後１時～４時

▼会場　中央公民館▼テーマ　①都市河川

整備の実例とその課題②都市近郊河川の整

備の実例を考える③日本列島の水関係の公

共工事は根本から再検討の時代に▼対象　

市内在住・在勤の方▼講師　①が東京大学

大学院講師の知花武佳氏②が埼玉大学大学

院教授の田中規夫氏③が水源開発問題全国

連絡会共同代表の嶋津暉之氏▼参加費　無

料▼定員　先着５０人

≪共通事項≫

　申し込みは７月１５日（火）午前９時から

電話で公民館�４７３・７８１１へ。

　詳しくは同館へ。

公民館シネマ
映画「東京オリンピック」
　「記録か芸術か」で話題を呼んだ傑作。４４

年前の東京の風景や選手のユニホームも懐

かしい、北京オリンピック間近に必見の映

画です。

　▼日時　８月２日（土）午後２時開演

（１時半開場）　 ※上映時間は２時間５０分。

▼会場　中央公民館ホール▼入場料　無料

◆当日直接会場へ

　詳しくは同館�４７３・７８１１へ。

２００８東久留米市平和事業
写真展「戦争に翻弄（ほんろう）
される人々」
～写真で見る東京大空襲と久留米のその時～
　「東久留米市内の戦跡」「東京大空襲の記

録」に関する写真を中心に、戦前から戦後

にかけての市内の暮らしや様子などの写真

等を交え、展示します。

　▼日時　①７月２３日（水）午前９時～午

後７時②７月２４日（木）午前９時～午後５

時▼会場　市民プラザホール▼入場料　無

料◆当日直接会場へ

　詳しくは企画経営室総務課�４７０・７７１４

へ。

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

夏の特別企画展　みんなＤＥクルマニア～くらしとクルマの科学体験展～
多摩・島しょ子ども体験塾共同事業　多摩六都科学館開館１５周年記念

　クルマの歴史やクルマの持つ魅力と技術の発展を探り、新たな交通手段・システムを知りましょう。そして

未来のクルマを展望し、クルマのデザイン、技術開発、環境問題について考えましょう。

　▼日程　７月１９日（土）～９月１５日（祝）▼会場　多摩六都科学館▼展示室

券　４歳未満が無料、４歳～高校生が２００円、大人が５００円　※東久留米、小平、

東村山、清瀬、西東京の各市在住・在学の小・中学生は、「みんなＤＥクルマ

ニア」のチラシを持参すると１回無料で入館できます。

　休館日など詳しくは同館�４６９・６１００へ。



20.  7.  15

�

�

�

�

�����������������������������

�����������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

中央公民館自習室
～夏休み期間中の学習室開放～
　勉学に励む中学生以上の学生・生徒を対
象に、中央公民館２階の学習室を「自習室」

として開放します。

　▼日時　休館日を除く７月２２日（火）～８

月３１日（日）の午前９時～正午と午後１時～

５時▼会場　当日掲示する学習室

　詳しくは同館�４７３・７８１１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。

　登録していただいた「防犯ボランティア

団体」や「わんわんパトロール隊員」の方

には、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

などの防犯用品を貸与しています。

　ボランティア登録や防犯用品貸与の申請

は防災防犯課（市役所２階）へ。

　詳しくは同課防災防犯係�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。花

火を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決してのぞかない

▼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

　最近花火のごみが放置され、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、周囲に迷惑をかけないようにし

ましょう。　　　　　　　　

　詳しくは東久留米消防署予防課�４７１・

０１１９へ。

「かけこみハウス」にご協力を
　市では、子どもたちの安全を確保するた

め、子どもたちが身の危険を感じたときに

一時的に救いを求めた

り、避難することがで

きる協力家庭等を「か

けこみハウス」として

登録しています。

　各中学校地区のかけ

こみハウス実施委員会

（構成員はＰＴＡ、学

校、自治会、商店会、地区青少年健全育成

協議会等）の皆さんが中心となって参加協

力を呼び掛け、市内全域に約２，５００件が登録

しています。登録している方には引き続き

ご協力をお願いします。また、新たな協力

家庭等も募集していますので、多くの方の

協力をお願いします。　※破損したステッ

カーは交換します。希望する方は子育て支

援課へ連絡してください。

　詳しくは同課子育て支援係�４７０・７７３５

へ。

愛のひと声運動
青少年健全育成の呼びかけにご協力を
　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、危険なことに出遭ったりす

ることがあります。　

　夏休み期間中の７月２１日（祝）～８月３１

日（日）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�

４７０・７７３５へ。

民生・児童委員の委嘱
　７月１日付で新しく次の方が、厚生労働

大臣から「民生・児童委員」に委嘱されま

した。また、市では社会福祉の増進を図る

ため、「社会福祉委員」の委嘱も併せて行い

ました。

　▼氏名　篠宮勇氏▼電話番号　４２１・

１３２２▼担当区域　学園町一丁目

　新しく委嘱された方を含め、市内には担

当区域ごとに６８人の民生・児童委員がいま

す。民生・児童委員は高齢者世帯や障害者

世帯、子育て世帯などの福祉に関する相談

に応じ、必要によっては福祉事務所や児童

相談所等の関係行政機関への橋渡しを行っ

ています。

　民生・児童委員は「民生委員法」により

守秘義務が課せられています。相談の内容

や個人情報が漏れることはありません。安

心してご相談ください。

　詳しくは福祉総務課福祉政策係�４７０・

７７４１へ。

健康づくり調理師研修会
　▼日程　①７月２９日（火）、８月５日（火）

②８月２７日（水）、９月３日（水）のいずれ

も２日間▼時間　いずれも午後２時～４時

▼会場　多摩小平保健所▼内容　「食品衛

生」「栄養の最新情報」「あらかわ満点メニ

ュー～飲食店におけるヘルシーメニュー開

発～」▼講師　女子栄養短期大学教授の岩

間範子氏、同保健所職員▼対象　調理業務

に従事している方▼受講料　５００円（当日集

金します）◆申し込みは①が７月２５日（金）

まで、②が８月２２日（金）までに、電話で

同保健所生活環境安全課保健栄養係�４５０・

３１１１へ

　詳しくは同係へ。

救急車の適正利用にご協力・民間
救急車のご利用を
　救急車の出動件数増加に伴い、救急車の

到着時間も遅延傾向にあります。この中に

は緊急性の低いもの

も少なくないのが実

情です。

　消防本部では、休

日・夜間の病院情報

（場所・診療科目等）を案内しています。

また、緊急性がない通院・受診、入退院や

病院間の転院搬送等の際には民間救急やタ

クシーをご利用ください。東京民間救急コ

ールセンター�０５７０・０３９・０９９（ＰＨＳ等

ナビダイヤルが利用できない場合は�０３・

３２６２・００３９）で案内しています。救急車の

適正利用にご協力をお願いします。

　詳しくは消防本部�４７１・０１１９へ。

高齢者福祉住宅「リベーレ・ほん
むら」入居者を募集
　高齢者福祉住宅「リベーレ・ほんむら」

は、住宅の確保が困難な高齢者を対象に、

住み慣れた町で可能な限り自立した生活を

続けていただくことを目的として市が提供

しているものです。この住宅では、緊急通

報システムなど居住者の安全を配慮した設

備に加え、管理人が常駐して日常の対応に

当たっています。

　▼募集戸数　３戸▼所在地と概要　下里

１－１１－２２、鉄筋コンクリート造３階建て。

今回募集の専有面積は、５０．４平方メートル

▼申し込み資格　次のいずれにも該当する

方。①７月１５日現在、７０歳以上の方と６５歳

以上の方で構成している世帯、または７０歳

以上で一人暮らしの方②７月１５日現在、市

内に引き続き５年以上居住（住民登録）し

ている方③特別の事情で現在の住宅の移転

を迫られていて、自力で移転先を確保する

ことが困難な方④健康で自立した生活がで

きる方⑤平成１９年中の収入が３００万円以下

の方▼使用料　月額５万円（収入に応じて

減額されます）▼入居予定　１０月中◆申し

込みは７月１５日（火）～２３日（水）に、福

祉総務課（市役所１階）にある用紙に必要

事項を記入の上、直接同課へ提出してくだ

さい（土曜・日曜日、祝日を除く）

　詳しくは同課高齢者福祉係�４７０・７７４９

へ。

多摩職業能力開発センター武蔵野校
２０年１０月入校生の募集
　就職・転職のための知識・技能習得を目

指します。

　▼募集期間　７月２５日（金）まで▼募集

科目　エクステリア科・調理科・ビル管理

科（６カ月）、パソコン実践科（３カ月）

　募集人員・対象年齢・申し込み方法・科

目案内など、詳しくは多摩職業能力開発セ

ンター武蔵野校�０４２２・５３・６７００へ。

立川防災館パネル展示
　ポンプ車、救急車をはじめ、最新の消防

車両・装備などをパネルで紹介します。

　▼日程　７月１９日（土）～８月２０日（水）

　※木曜日、第３金曜日は休館

　詳しくは立川防災館�０４２・５２１・１１１９へ。

ガ イ ド

入浴剤に気をつけて！
～入浴剤での転倒事故～
　最近はお風呂に入浴剤を入れて、色や

香りを楽しむ方が増えてきました。一方

で、入浴剤が入っているお風呂で滑って

転倒し、けがをしたという事故も多くな

っています。

○国民生活センターに寄せられた事例
　◆コラーゲン入り入浴剤を入れた浴槽

から上がる際、足を滑らせて洗い場に落

ち、左腕上腕骨を複雑骨折。

　◆湯にとろみがつく入浴剤を入れて入

浴した。浴槽から上がるときに、滑って

右手首のじん帯を痛めてしまった。

　◆ゼリー状の風呂になるという入浴剤

を入れたところ、浴槽の下の方にゼリー

状の小さな塊が沈んだようになった。妊

娠５カ月の妻が入浴しようと片足を浴槽

に入れたところ足を滑らせ、左足のじん

帯を損傷した。

　国民生活センターで事故事例をもとに

テストした結果、注意書きがある入浴剤

は、注意書きのない入浴剤に比べて滑り

やすいことが分かりました。また、半身

浴などを想定して入浴剤を通常の量より

多く入れたところ、濃度が高くなり、よ

り滑りやすくなりました。

　消費者への注意書きの仕方は、メーカ

ーによってさまざまです。パッケージに

は「浴槽や床が滑りやすくなる」といっ

た表示が、注意書きと同じ大きさや同じ

色で書かれていて、目立たないものもあ

ります。パッケージの裏面にだけ記載さ

れているものもあり、これでは消費者は

気が付きません。販売業者には、消費者

に対する注意喚起を分かりやすく表示し、

できるだけ滑りにくい素材に変更するな

どの改善も望まれます。

〇事故を防ぐためには
　風呂場は滑ったり、転倒しやすい場所

です。高齢者や子ども、妊婦が利用する

場合は特に注意が必要です。入浴剤を使

う時は、使用方法に記載された量より多

く入れないようにしましょう。滑りやす

いと感じた場合は、家族などほかの入浴

者にも注意喚起をすることも大切です。

また、使用後は浴槽や床などに滑る成分

が残っていることがあるため、使用後の

掃除も必要です。

《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

　●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（港区高輪３

－１３－２２、国民生活センタービル内）�

０３・３４４８・１４０９

このステッカーが目印です


