
20.  6.  15

�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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人口と世帯　人口１１４,６９２人（男５６,９３８人　女５７,７５４人）　世帯数４９，７２１＜平成２０年６月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１,６９８人＜平成２０年６月１日現在＞

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

月１６日（月）午前９時から受け付け（電話

可）。

　☆おはなしタイム＝６月１６日（月）午前

１０時半から。絵本の読み聞かせ、手袋人形、

手遊び。３歳児。

　☆おはなしの日＝１７日・２４日のいずれも

火曜日、午後４時から。素話、絵本、手遊

び。小学生。

　☆ぽかぽかタイム＝１８日（水）午前１０時

半から。わらべうた遊び。零歳・１歳児。

指導は原悠子氏。

　☆囲碁の日＝１８日・２５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＝１９日「色水遊び」、汚れ

てもよい服装で。２６日「七夕飾り作り」。い

ずれも木曜日、午前１０時半から。幼児。

　☆くぬぎ縁日準備会＝１８日・２５日のいず

れも水曜日、午後３時からと２１日・２８日の

いずれも土曜日、午後２時から。縁日に向

けて、みんなで準備をしよう。小・中学生。

　☆すこやかタイム＝２３日（月）午前１０時

半から。体育遊びを楽しもう。３歳児。

　☆くぬぎ縁日＝７月１２日（土）午後１時

半～３時半。おばけ屋敷、ゲーム屋さん、

食べ物屋さん、太鼓演奏、など。４歳児～

中学生１５０人。　※６月２１日（土）午前９時

から参加券（１００円）を頒布します。払い

戻しはご遠慮ください。

4カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　▼日時　６月１９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～２時４５分受け付

け▼会場　わくわく健康プラザ▼対象　２０

年２月４日～２５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。

3歳児健康診査
　▼日時　６月２６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　１７年５月９日～３１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　６月２０日（火）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

食事相談・健康相談
　▼日時　６月２４日（火）午前９時～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・その他、

乳幼児～高齢者の食事や健康に関する相談、

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

　☆折り紙教室＝６月１７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＝１７日・２４日のいずれも火

曜日、午後３時半からが幼児。午後４時か

らが小学生。絵本の読み聞かせ。

　☆オセロ大会＝１８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。

　☆幼児のつどい（３・４歳児）＝１９日

（木）午前１０時半～１１時半。絵の具遊び。

親子とも汚れてもよい服装で。

　☆絵本だいすき＝２０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。指導は渡辺和子氏、中林の

り子氏。

　☆バースデーパーティー＝２５日（水）午

後３時１５分から。４・５・

６月生まれのお友だちを

みんなでお祝いしましょ

う。小学生。２４日（火）

はパーティのクッキー作り。エプロン、三

角きん、手ふきタオル持参。

　☆幼児のつどい（２歳児）＝２６日（木）

午前１０時半～１１時１５分。親子ふれあい遊び。

親子とも動きやすい服装で。

　☆お母さんのための講習会＝７月１日

（火）午前１０時１５分～１１時４５。親子ふれあ

い遊び。２・３歳児の親子１２組。親子とも

動きやすい服装で。汗ふきタオル、水筒

（飲み物）持参。講師は北野敬子氏。　※６

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

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

（ ）

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】　

　６月１５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）

　６月２２日＝おざき内科循環器科クリニック（幸町４－２－１、�４７７・０５５５）

　６月２９日＝たかはしクリニック（本町２－３－４、�４７９・１８００）
　【歯科】

　６月１５日・２２日・２９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）
　６月１５日・２９日＝滝山病院（滝山４－１－１８、�４７３・３３１１）

　６月２２日＝前田病院（中央町５－１３－３４、�４７３・２１３３）
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

　麻しん、風しんのまん延を予防するため、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＝１歳児、２期＝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（中学１年生に相当する年齢）、４期

（高校３年生に相当する年齢）までに拡充されました。過去に麻しん風しんの予防接

種を１回接種している方も対象となります。

　▼２０年度の３期・４期の対象　３期＝中学１年生に相当する年齢（７年４月２日～

８年４月１日生まれ）▽４期＝高校３年生に相当する年齢（２年４月２日～３年４月

１日生まれ）▼接種期間　４月１日～２１年３月３１日

　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することをお勧めします。なお、

対象で通知の届かない方は健康課予防係�４７７・００３０へお問い合わせください。

　詳しくは同係へ。

麻しん風しんの予防接種
対象年齢を期限付きで拡充します
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　☆夏まつり準備会＝６月１８日・２５日のい

ずれも水曜日、午後３時からと２１日・２８日

のいずれも土曜日、午後２時から。７月５

日（土）開催の夏まつりに向けて、お店屋

さんの準備をします。小・中学生。

　☆幼児のつどい＝１９日「みんなでシアタ

ー」、２６日「遊びランド」。いずれも木曜日、

午前１０時半～１１時半。幼児。

　☆きらら＝２０日（金）午前１０時半～１１時半。

つどいの参加シールを作りながら、子育て

のお話をみんなでします。幼児。

　☆将棋大会＝２５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。

　☆赤ちゃんとニコニコタイム＝２７日（金）

午前１０時半～１１時。零歳児と保護者の交流

の場、「手遊びをして、子育てのお話しをし

ます」。零歳児とその保護者。

　☆夏まつり＝７月５日（土）午後零時４５

分～３時。小・中学生の子どもたちによる

お店、ゲーム、食べ物。小・中学生。　※６

月２１日（土）午前９時から参加券（１５０円）

を頒布。前売券２５０枚（当日券はありません）。

払い戻しはご遠慮ください。

　☆伝承遊びの日＝６月１６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＝６月１７日・２４日のいず

れも火曜日、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＝１８日・２５日いずれも

水曜日、午前１０時から。楽しく交流しまし

ょう。零歳児とその保護者。

　☆オセロ大会＝１８日（水）午後３時１５分

から。トーナメント戦。小学生。

　☆幼児のつどい（３・４歳児）＝１９日

（木）午前１０時半～１１時半。新聞で遊ぼう。

　☆作って遊ぼう＝２０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＝２３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＝２４日（火）午後２時半～

４時。小学生。指導は本多秀子氏。

　☆幼児のつどい（１・２歳児）＝２６日

（木）午前１０時半～１１時半。リズム遊び。

　☆夏まつり参加券の頒布＝２１日（土）午

前９時から。１枚２００円（２５０枚）。４歳児

（保護者同伴）～中学生。夏まつりは７月

１２日（土）午後１時２０分～３時。　※電話で

の予約はできません。

　☆ひばり祭り準備会＝６月１８日（水）午

後２時半から。ひばり祭りについて話し合

い（お店屋さんの準備）。ひばり祭りは７月

６日（日）午後１時２０分～３時半。４歳児（保

護者同伴）～高校生２５０人。　※６月１６日

（月）午前９時から参加券（１枚２００円）

頒布。電話申し込み不可。

　☆幼児のつどい（うさぎ）＝１９日「運動

遊び」、２６日「フィンガーペインティング」。

いずれも木曜日、午前１０時～１０時４０分。１・

２歳児。

　☆幼児のつどい（あひる）＝１９日「運動

遊び」、２６日「フィンガーペインティング」。

いずれも木曜日、午前１１時～１１時４５分。３・

４歳児。

　☆おはなしの日＝２０日（金）午後４時から。

手遊び、素話、紙芝居（水曜おはなし会）。

小学生。

　☆お泊まり会申し込み＝２０日（金）～２９

日（日）。お泊まり会は８月２日（土）午後

３時～３日（日）午前９時。小学生２１人

（応募者多数の場合は抽選）。参加費５００円。

詳細は同館へ。

　☆切り絵の日＝２１日（土）随時。初めて

の切り絵。小学生。

　☆中高生バドミントン大会＝２１日（土）

午後５時半～６時半。シングルスまたはダ

ブルス。中学・高校生年代。　※当日受け付

け。

　☆お話しわらべうた＝２３日（月）午前１１

時から。紙芝居、親子触れ合いわらべうた。

幼児。

　☆バドミントン大会＝２５日（水）午後３

時半から。トーナメント戦。小学４年生以

上（先着１６人）。　※６月１８日（水）から受

け付け。

　☆食育講座＝２７日（金）午前１０時～１１時半。

簡単料理と試食（保護者向け）。幼児の保護

者（先着１２人）。エプロン、三角きん持参。

　※６月１７日（火）から受け付け。

　☆零歳児企画（赤ちゃんと一緒）＝７月

２日（水）午前１０時から。音のワークショ

ップ。零歳児その保護者（先着２０組）。　※

６月２２日（日）午前９時から受け付け。

スポーツ体験講習
○水泳・硬式テニス

～市水泳連盟・市テニス連盟主催

　▼期日　６月２８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◆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。

スポーツセンターマイクロバス
ダイヤおよび火曜日ルートを変更
しました
　皆さんにご利用いただいているスポーツ

センター巡回マイクロバスのダイヤを、６

月から変更しました。

　また、火曜日について、これまでのルー

トであった「市役所・上の原団地循環」を

中止し、「市役所・下里・八幡町」ルートを

新設して、運行を開始しています。

　詳しくはスポーツセンター�４７０・７９００

へ。

第26回市民親睦（ぼく）スローピ
ッチソフトボール大会
～市ソフトボール連盟主催

　▼日時　６月２９日（日）午前８時から▼

会場　滝山球場ほか▼参加費　連盟会員１

チーム２，４００円、非会員１チーム３，６００円（抽

選会の際に持参してください）▼抽選会　

６月２１日（土）午後７時から中央図書館で

　詳しくは赤羽根�４７４・７１１０（夜間）へ。

夏季市民オープンバスケットボー
ル大会
～市バスケットボール連盟主催

　▼日時　７月１３日・２０日・２７日のいずれ

も日曜日、午前９時（２７日は午後零時半）

～午後６時５０分▼会場　スポーツセンター

▼対象　市内在住・在学・在勤の１８歳以上

の方（高校生は不可）で編成されたチーム

▼参加費　１チーム５,０００円▼抽選会　６

月２８日（土）午後６時から、スポーツセン

ターで◆申し込みと詳しくは連盟事務局・

貫井�４７４・１１１１へ。

レディース市民バドミントン大会
～市バドミントン連盟主催

　▼日時　６月２９日（日）午前９時１０分集

合▼会場　スポーツセンター▼対象　市内

在住・在勤・在学の高校生以上の方▼種目

　女子個人ダブルス戦（１・２部）▼参加

費　１チーム１,０００円◆申し込みは６月２１

日（土）までに（必着）、往復はがきに２人

の住所・氏名・電話番号・種目を記入して、

〒２０３－００５１、小山５－５－９、福田行高

あて郵送を（応募者多数の場合は抽選）

　詳しくは瀬尾�４７６・５６８８へ。

夏休みはテニスをマスターしよう！
夏期ジュニアテニス（硬式）教室
～市体育協会主催

　東京都体育協会の支援を得てジュニアス

ポーツの普及と育成を目的に開催します。

指導は日本プロテニス協会のヘッドコーチ

を中心にテニスの関係団体の指導者で行い

ます。ぜひご参加ください。

　▼日時　４日間コース。

７月２７日（日）～３０日（水）

のいずれも午前１０時～正

午▼会場　小山テニスコ

ート▼定員　４０人（応募

者多数の場合は抽選）▼

対象　市内在住・在学の

小学５年～中学生でテニスに興味のある方

（初心者可）▼参加費　無料◆申し込みは、

①個人の場合は７月２３日（水）までに（必

着）、往復はがきに教室名・住所・氏名・電

話・学校名・学年を記入して（返信用にも

住所・氏名を）②学校等団体の場合は７月

１８日（金）までに（必着）、団体申込用紙

（体育協会事務局備え付け）に必要事項を

記入して、〒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。

足腰らくらく体操教室
～自宅でできるお手軽トレーニング～

　速く歩けることは､元気で長生きにつな

がると証明されています。そこで今回､足腰

を鍛えるために、ゴムバンドを使った簡単

な体操を紹介します。体操を覚えて気軽に

実践。らくらく歩けるようになりましょう。

　▼日時　①Ａコース＝７月８日・２２日、

８月５日のいずれも火曜日、午後２時～４

時②Ｂコース＝７月１０日（木）・２５日（金）、

８月８日（金）のいずれも午前９時半～１１

時半③７月１０日（木）・２５日（金）、８月８

日（金）のいずれも午後１時半～３時半▼

会場　①が西部地域センター３階多目的ホ

ール、②③が市役所７階７０１会議室▼内容　

ゴムバンドを使った体操･ストレッチ　※

自宅で一人でできることを目指します。た

だし、次の方は参加できません。｢心臓病、

血圧が高い、足腰の痛みなどで運動が困難

な状態の方｣｢要介護・要支援認定を受けて

いる方｣など▼対象　市内在住で６５歳以上

の３日間通して参加できる方（初めての方

優先）▼定員　各コース先着１５人▼参加費

　無料▼持ち物　運動できる服装､運動靴､

飲み物、筆記用具、タオル◆申し込みは６

月１６日（月）から電話で介護福祉課地域ケ

ア係（内線２５０１、２５０２、２５５７）へ。

　詳しくは同係へ。

子育て家庭支援ボランティア養成
講座
　乳幼児の子育てに奮闘しているお父さん、

お母さんを手助けしてくださる方、また現

在手助けしている方を対象にした講座です。

子育て中の方も支え手になれます。　※今

回は１回目にパパ支援の内容を加えました

ので、以前同講座に参加した方も１回目の

み受講することができます。

　▼日時　３回講座。①７月１９日（土）午

前９時４５分～１１時４５分②７月２５日（金）午

前９時４５分～１１時４５分③同日午後１時～３

時▼会場　①が市役所７階７０１会議室、②③

が成美教育文化会館研修室▼対象　市内の

子育て支援に関心のある方▼定員　３０人▼

講師　臨床心理士の永田陽子氏▼参加費　

無料◆申し込みは７月１１日（金）までに子

ども家庭支援センター�４７１・０９２０へ

　詳しくは同センターへ。

2008 ！　夏休みボランティア体
験講座
　夏休み期間中に市内の施設やボランティ

アグループでのボランティア体験を通して、

ボランティア活動を始めるきっかけや福祉

理解を深めることを目的として行います。

　▼参加申し込みの流れ　①ガイダンスに

参加②申し込み（先着順、本人持参）③活

動先でのオリエンテーションを受ける④体

験（７月２８日〈日〉～８月２９日〈金〉で選

択）▼ガイダンス日時・会場　７月５（土）

午後２時～３時、市役所１階屋内ひろば▽

７月６日（日）午前１０時～１１時、市役所１

階屋内ひろば▽７月９日（水）午後７時～

８時、わくわく健康プラザ２階会議室、の

いずれかに参加。当日直接会場へ▼対象　

中学生以上▼参加費　中学生～大学生が

５００円から（体験日数により加算あり）、社

会人が１,０００円◆申し込みは７月１２日（土）・

１３日（日）の午後２時～４時が市役所１階

屋内ひろば、１４日（月）・１５日（火）の午後

２時～６時がわくわく健康プラザ２階社協

会議室で受け付け。　※ガイダンスを受け

ていない場合は、７月１４日（月）・１５日（火）

のいずれも午後３時から申し込みを受け付

けます。

　詳しくは社会福祉協議会ボランティアセ

ンター�４７５・０７３９へ。

（ ）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

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

　市では、市民の皆さんに鶴を折っていただき「平和の千羽鶴」に

して、市役所１階のロビーに飾り、８月に原爆被爆者のご冥福と恒

久平和を祈念して、千羽鶴を被爆地である広島市・長崎市へ送って

います。皆さんのご協力をお願いします。折り紙は、６月１７日（火）

～７月２日（水）の期間、市役所、上の原・ひばりが丘・滝山の各連絡所、公民館等に置いてあります。

　詳しくは企画経営室総務課庶務担当�４７０・７７１４へ。

願いを込めた千羽鶴を被爆地へ届けます願いを込めた千羽鶴を被爆地へ届けます

2008 東久留米市平和事業2008　東久留米市平和事業
～平和と愛の願いを込めて鶴を折りませんか～～平和と愛の願いを込めて鶴を折りませんか～
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障害者文化講座「話し方教室」
　視力に障害のある方を対象にした「話し

方教室」を開催します。楽しい話し方をマ

スターし、おしゃべりを楽しみしましょう。

　▼日時　全２回。７月５日・１２日のいず

れも土曜日、午後２時～４時▼テーマ　楽

しい話し方基礎編▼会場　中央図書館▼講

師　ヒューマン・トータル・トーク代表の

石井聖代氏▼参加費　無料▼対象　視力に

障害のある成人▼定員　先着３０人◆申し込

みは６月１５日（日）午前９時から電話で公

民館�４７３・７８１１へ

　詳しくは同館へ。

子ども体験塾「円筒はにわ」作り
　▼日時等　８月２日（土）午前７時に市

役所１階屋外ひろば集合・出発▼会場　か

みつけの里博物館（はにわ工房。群馬県高

崎市井出１５１４）▼定員　市内在住の小・中

学生とその保護者先着２５組（５０人）▼参加

費　一人１,０００円（当日集金します。お弁当・

飲み物・保険代を含む）◆申し込みは６月

３０日（月）までに（消印有効）、はがきに郵

便番号・住所・保護者と子どもの氏名・学

校名・学年を記入し、〒２０３－００５４、中央

町２－５－２、ＮＰＯ法人東久留米市文化

協会あて郵送を。申し込みをした方には後

日、はがきで連絡します

　詳しくは文化協会事務局�４７７・４７００（火

曜～金曜日の午前１０時～午後５時）へ。

公民館シネマ
劇映画「野生のエルザ」とアニメ映画「山

に輝くガイド犬・平治号」

　この懐かしい映

画は、２本とも実

話をもとにした、

動物と人間の深い

愛情を描いた感動

の作品です。

　▼日時　６月２１

日（土）午後２時開演（１時半開場）　 ※

上映時間は、休憩を含め２時間２０分▼会場

　中央公民館ホール▼入場料　無料◆当日

直接会場へ

　詳しくは公民館�４７３・７８１１へ。

市民プラザロビーコンサート
たとえ雨が降ろうとも～ダンディーズのさ

わやかなハーモニーと共に～

　▼日時　６月２１日（土）午後２時～３時

▼会場　市役所１階屋内ひろば▼出演　男

声合唱団ダンディーズｗｉｔｈほろよいず▼

曲目　フォスター・メドレー、からたちの花、

しおさいの詩、ほか愛唱曲から▼入場料　

無料◆当日直接会場へ

　詳しくは市民プラザ�４７０・７８１３へ。

第18回ふれあい市民カラオケ大会
　日ごろ鍛えた自慢ののどで、世代間交流

をしてみませんか。コンテストではありま

せんので、気軽にご応募を。入場のみも可。

来場をお待ちしています。

　▼日時　７月１２日（土）午前９時半から

▼会場　中央公民館ホール▼参加費　無料

◆申し込みは６月２２日（日）までに（必着）、

往復はがきに「ふれあいカラオケ大会参加

希望」と明記し、個人・グループの別と曲

名・住所・氏名（フリガナ）・年齢・電話番

号を記入し、〒２０３－００１４、東本町１６－２、

「生きがい健康の会」事務局、山本喜一郎

あて郵送を（応募者多数の場合は抽選）

　詳しくは同事務局�４７１・１３６３へ。

ボランティアの見本市
　「誰かのために何かをしたい」「地域で活

動してみたい」という方とボランティア団

体や施設をつなぐ、ボランティアの見本市

です。気軽にご来場ください。

　▼日時・内容　７月４日（金）が「見本

市」、５日（土）・６日（日）が「ボランテ

ィア活動パネル展」。いずれも午前１０時～午

後４時▼会場　市民プラザホール、市役所

１階屋内ひろば▼参加費　無料◆当日直接

会場へ

　詳しくは社会福祉協議会ボランティアセ

ンター�４７５・０７３９へ。

宝くじのコミュニティ助成を受け
ました
　財団法人自治総合センターは、コミュニ

ティの健全な発展を図るとともに宝くじの

普及広報事業を行うため、さまざまなコミ

ュニティ活動に助成を行っています。

　市では１９年度の助成事業の適用を受け、

一般コミュニティ助成により、西部地域セ

ンター、南部地域センター、コミュニティ

ホール東本町、わくわく健康プラザの備品

を購入しました。

　▼助成備品等　紙折り機、電動裁断機、

全自動血圧計（専用架台、専用いす含む）

２台、デリカテーブル１５台、体育館防球仕

切ネット、フットサルエクササイズゴール、

プロジェクター、プロジェクターテーブル、

マルチメディアスクリーン

　詳しくは生活文化課�４７０・７７３８へ。

住宅用火災警報器は設置しました
か
　住宅用火災警報器は高齢化の進展に伴い、

住宅火災からの焼死者の低減に有効である

ことから、消防法の改正により義務とされ

ました。既に適用開始された新築住宅に加

え、既存住宅も２２年４月１日から義務とな

ります。

　義務化に伴い、賃貸住宅の所有者、管理

者および占有者のそれぞれに設置義務が課

されますが、借り主側の積極的な取り組み

を期待しています。住宅用火災警報器を自

治会等地域で協力して購入者を募り一括購

入すれば、低価格で購入できる場合もあり

ますし、悪徳な訪問販売被害の懸念も解消

されます。ぜひ早めの設置をお願いします。

　詳しくは東久留米消防署予防課�４７１・

０１１９へ。

第38回市民文化祭実行委員会を
開催します
　秋の文化の祭典「市民文化祭」を今年も

開催します。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・運営をします。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。今年の祭典の作品展示、

舞台への参加を希望する団体（代表者）・個

人の方はご出席ください。なお、車での来

場はご遠慮ください

　▼日時　６月２１日（土）午前１０時から▼

会場　市役所７階７０３会議室

　詳しくは同協会事務局�４７７・４７００（火

曜～金曜日の午前１０時～午後５時）へ。

毎月開催「社協無料法律相談」
７月は１３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、お申し込みください。

　▼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

曜日午後２時から。７月は１３日（日）に開

催　※８月はお休みです。▼相談時間　１

件４０分。４件まで▼会場　中央町地区セン

ター（中央町６－１－１）◆申し込みは６

月１６日（月）午前８時半から電話で同協議

会地域福祉係�４７９・６２９４へ（先着順）

　詳しくは同係へ。

シルバー人材センター会員募集
　働くことで健康を維持し、喜びを味わい、

仲間を作ってみませんか。まずは入会説明

会へご参加ください。

　▼資格　市内在住

で、おおむね６０歳以上

（男性５８歳・女性５５歳

から可）の健康で働く

意欲のある方▼入会

説明会　６月１８日（水）

午後１時半から、シル

バー人材センター（幸

町３－８－２３）１階会議室▼持ち物　年度

会費２，０００円、顔写真２枚、郵便貯金通帳、

認め印、筆記用具

　詳しくは同センター�４７５・０７３８へ。

しごとフェアｉｎ西東京（就職面
接会）
　ハローワーク三鷹では、就職面接会の開

催と、就職に関する相談コーナーを開設し

ます。参加企業は主にハローワーク三鷹管

内（東久留米・三鷹・武蔵野・西東京・清

瀬の各市）の企業が中心です（１５社程度）。

参加費は無料、事前予約は不要です。

　▼日時　６月２６日（木）、参加者受け付け

＝午後１時～３時、参加企業ＰＲタイム＝

午後１時半～２時、面接会＝午後２時～４

時▼会場　西東京市南町スポーツ・文化交

流センター�きらっと�（西武新宿線「田無

駅」南口から徒歩３分）　 ※車での来場は

ご遠慮ください。▼相談内容（予定）　 職

業の方向性をアドバイス▽キャリアカウン

セラーによる再就職へ向けたアドバイス▽

パソコンによる求人情報の閲覧や仕事に関

する相談▽都立技術専門校の訓練内容や応

募方法等の相談▽高齢者を対象とした専門

相談員による相談▼持ち物　複数の履歴書

と筆記用具（何社でも応募可）

　詳しくはハローワーク三鷹（公共職業安

定所）職業相談部門�０４２２・４７・８６１７へ。

商工会「創業塾」受講者募集
　５商工会（東久留米市・東村山市・清瀬

市・西東京市・小平市）では、独立・起業

に向けて新たな一歩を踏み出そうとする方

を対象に、アイデアを具体的なプランに変

える実践能力を鍛える創業塾を開催します

（起業のプロが直接指導します）。

　▼日時　全５回。７月５日（土）・６日

（日）・１２日（土）・１３日（日）・１９日（土）

のいずれも午前９時半～午後４時半▼会場

　東村山市商工会館３階研修室（西武新宿

線｢東村山駅｣東口から徒歩２分）▼受講料

　５,０００円（５日間）▼定員　先着４０人▼後

援　５市（東久留米市・東村山市・清瀬市・

西東京市・小平市）◆申し込みと詳しくは

東久留米市商工会�４７１・７５７７へ。

多摩の物産＆輸入品商談会’08
　『多摩地域発！　「安心」「安全」「エコ」

な商品の提案』をテーマとした展示＆商談

会を、多摩信用金庫・青梅信用金庫の主催

で開催します。

　多摩地域とその周辺地域の食品・雑貨・

輸入品などの産業振興のため、事業者・消

費者・地域関係団体が一体となって、地産

地消の促進、新しい流通の構築、新しい物

産の創造を目指します。当日会場では、来

場者の投票による「多摩の逸品コンテスト」

を実施し、「多摩の逸品’０８」を決定します。

ぜひご来場ください。

　▼日時　７月７日（月）午前１１時～午後

５時はバイヤーのみ入場可▽８日（火）午

前９時～午後５時は一般も入場可▼会場　

パレスホテル立川（立川市曙町２－４０－１５）

▼入場料　無料▼出展内容　加工食品・酒

類・飲料・惣（そう）菜・菓子・農蓄水産

品など食品全般、雑貨・専門品・衣料品・

アクセサリー・インテリアなど生活雑貨全

般、ほか多摩の物産や輸入品に関わるもの

▼開催規模　１３０ブース▼主催　多摩信用

金庫・青梅信用金庫▼後援　多摩地域およ

び周辺地域の各市町村ほか

　詳しくは多摩信用金庫価値創造事業部�

０４２・５２６・７７３９（たましん法人テレホンフ

ォンセンター）または青梅信用金庫営業推

進部商談会担当�０４２８・２４・１１１６へ。

自動販売機でのたばこの購入に専
用のＩＣカードが必要になります
　７月から、自動販売機でたばこを購入す

る際には、成人のみに発行するＩＣカード

「ｔａｓｐｏ（タスポ）」が必要になります。

発行手数料、年会費は無料です。カードの

申込書は、たばこ販売店などで入手できま

す。

　詳しくはｔａｓｐｏダイヤル�０１２０・

２２２・１８０（午前９時～午後５時）へ。

都立久留米特別支援学校　学校公開
　▼日時　６月２８日（土）午前９時半～午

後零時半▼会場　都立久留米特別支援学校

（野火止２－１－１１）▼内容　授業公開と

学校施設見学◆申し込みと詳しくは同校・

副校長�４７１・０５０２へ

都私立高等学校等授業料を軽減助
成します
　財団法人東京都私学財団では、私立高等

学校等に通学する生徒の保護者に対して、

その経済的負担を軽減するために、都の補

助を受けて授業料の一部を助成しています。

　対象・申請方法等、詳しくは同財団テレ

フォンガイド�０３・５２０６・７９２５または各学

校で配布する案内書をご覧ください。

ガ イ ド

「Ｑ＆Ａ消費生活の正しい知識」は

休載します。


