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�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

人口と世帯　人口１１４，４２０人（男５６，８１２人　女５７，６０８人）　世帯数４９，２４７＜平成２０年２月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１，７２１人＜平成２０年２月１日現在＞

小学生。絵本の読み聞かせ。

　☆折り紙教室＝２１日（木）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。

　☆バースデーパーティ＝２７日（水）午後
３時１５分から。１月～３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。　

※２月２６日（火）はパーティのクッキー作

りをします。エプロン、三角きん、手ふき

タオル持参。

　☆おひなまつりお茶会＝３月１日（土）
午後２時～４時。

４歳児～中学生５０

人。指導は城水宗

澄氏。　※当日午

前１０時～１１時５０分

にお茶会用の桜ま

んじゅうを作りま

す。小学生２０人。エプロン、三角きん、手

ふきタオル持参。

　☆おはなしタイム＝２月１８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。

　☆スポフェスウイーク＝１８日（月）～２２
日（金）、いずれも午後４時から。スポーツ

フェスティバルに向けて練習をします。ス

ポフェスに参加予定の小学生。

　☆おはなしの日＝１９日・２６日、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。わらべうた遊び。零・１歳児。指

導は原悠子氏。

　☆囲碁の日＝２０日・２７日、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。

　☆卓球大会＝２０日（水）午後３時半から。
トーナメント戦。小学生。

　☆幼児のつどい＝２１日が「おひなさま作
り」、２８日が「劇遊び」。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

【 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
○わくわく健康プラザ（初期相談およびコミュニティ施設の貸出）�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）。月曜日（この日が祝日のときは火曜日に変更）、第３

          火曜日、土曜・日曜・月曜日を除く祝日、特別整理期間と年末年始は休館

○中央公民館　�４７３・７８１１（午前９時～午後１０時。月曜日と年末年始は休館）
○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。

燃 や せ な い ご み

　　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

　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

燃 や せ る 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

　★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）

資 源 ご み

く　ぬ　ぎ （　　　　　 　　　）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

　詳しくは健康課保健サービス係�４７７・
００２２へ。
4カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　▼日時　２月２８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　
１９年１０月９日～１１月１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へ。

3歳児健康診査
　▼日時　２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　１７年１月１２日～２月４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へ。

子ども相談
　▼日時　２月２０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　幼児とその保護者◆申し込
みは電話で健康課保健サービス係へ

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】
２月１７日・２４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】
２月１７日・２４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）
　２月１７日＝滝山病院（滝山４－１－１８、�４７３・３３１１）
　２月２４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）

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。

　

　☆オセロ大会＝２月２０日（水）午後３時
半から（３時１５分集合）。トーナメント戦。

小学生。

　☆幼児のつどい＝２１日（木）午前１０時半
～１１時半が３・４歳児。２８日（木）午前１０

時半～１１時１５分が２歳児。お別れ会に向け

て。

　☆おはなし会＝２１日・２８日、いずれも木
曜日、午後３時半からが幼児。４時からが

半から。体をいっぱい動かして遊ぼう。３

歳児。

　　　

　☆幼児のつどい＝２月２１日が「おひな様
作り」、２８日が「劇遊び練習」。いずれも木

曜日、午前１０時半～１１時半。幼児。

　☆赤ちゃんとニコニコタイム＝２２日（金）
午前１１時～１１時半。零歳児と保護者の交流

の場。手遊びをしたり、情報交換をしまし

ょう。零歳児とその保護者。

　☆おはなしの日＝２７日（水）午前１１時か
ら。手遊び、絵本の読み聞かせ。幼児。

　☆将棋教室＝２７日（水）午後３時から。
初めての方もどうぞ。小・中学生。指導は

東久留米市将棋研究会。

　

　☆伝承あそびの日＝２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・２６日、いずれも
火曜日、午前１１時から。絵本の読み聞き

かせ、手遊び。幼児。

　☆赤ちゃんひろば＝２０日・２７日、いずれ
も水曜日、午前１０時～正午。みんなで楽し

く交流しませんか。零歳児とその保護者。

　☆オセロ大会＝２０日（水）午後３時１５分
から。トーナメント戦。小学生。　※要申し

込み。

　☆幼児のつどい（１・２歳児）＝２１日（木）
午前１０時半～１１時１５分。おたのしみ会。

　☆おはなし会＝２２日（金）午後３時から。
素話、絵本の読み聞かせ。小学生。

　☆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。

　☆環境整備の日＝２７日（水）午後３時半
～４時。遊具を点検したり、洗ったり、整

理整頓をしましょう。小・中学生。

　☆幼児のつどい（３・４歳児）＝２８日（木）
午前１０時半～１１時半。お別れ会に向けて。

　☆クッキー作り＝３月８日（土）午後１
時半からと２時半から。

小学生各１０人。　※２月

２５日（月）午後３時半か

ら申し込み受け付け（本

人かその家族の方が申し

込みを）。

　◎遊戯室臨時閉鎖のお知らせ＝２月２７日
（水）午前９時～正午は「東京都市町村児

童厚生施設職員東部ブロック研修会」のた

め、遊戯室を閉鎖します。

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。

　中　央 （　　　　　　　　 ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１

け　や　き （ 　　　　　　 　）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

　滝　山 滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４（　　 　　　　　　）
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紹介、取材先の決定、レイアウトの確認等

▽第２回目＝前回の復習、各自の取材報告、

原稿の校正、レイアウトへの入力、まとめ

等▼講師　市内在住で元朝日新聞記者の伊
藤源之氏◆申し込みは電話で市民プラザ�

４７０・７８１３へ

　詳しくは市民プラザまたは生活文化課�

４７０・７７３８へ（コミュニティサイト運営委

員会事務局へ電子メールでの問い合わせも

可）。

さいわい福祉センター
さをり織り講座
　さいわい福祉センターでは、２０年度「さ

をり織り講座」の利用希望者を募集します。

　▼利用日時　４月から１年間。毎月第２・
第４土曜日、午前１０時～正午▼対象　市内
在住で知的障害および身体に障害をお持ち

の１５歳以上の方▼募集人員　先着で若干名
▼参加費　材料費のみ◆申し込みは３月３
日（月）から電話で同センター�４７７・２７１１へ

　詳しくは同センターへ。

「子ども体験塾」フェスティバル
親と子が楽しむ文化体験塾
～市、ＮＰＯ法人東久留米市文化協会主催
　次世代を担う小・中学生にさまざまな文

化芸術の体験をしていただく「子ども体験

塾」フェスティバルを開催します｡皆さんの

参加をお待ちしてます。

　▼日時　３月２２日（土）・２３日（日）・２９

スポーツ体験講習「水泳」
～市水泳連盟
　▼期日　２月２３日（土）▼時間・会場・
定員　午前９時半～１１時、スポーツセンタ
ー、先着４０人▼対象　小・中学生▼費用　
１００円▼持ち物　水着、タオル◆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。

アクアフィットネス教室
　水の中で、歩いたり音楽に合わせて体操

して、楽しみながら体力作りをしませんか。

　▼日時・コース　３月５日～２６日の毎週
水曜日、Ａコースが午前１０時～１１時、Ｂコ

ースが１１時～正午。各４回コース▼会場　
スポーツセンター▼対象　市内在住・在勤
で１８歳以上の方▼定員　各コース３０人（応
募者多数の場合は抽選）▼参加費　１，６００円
（施設使用料相当分）◆申し込みは２月２０

日（水）までに（消印有効）、往復はがきに

教室名・希望コース・住所・氏名・電話番

号・在勤の場合は勤務先を記入の上（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。

テニス初・中級者講習会
～市テニス連盟主催
　▼日時　３月２日・９日・１６日・２３日、
いずれも日曜日（予備日３月３０日）、午前９

時～１１時（８時５０分集合）▼会場　小山テ
ニスコート▼参加費　２，０００円（初日に集
金）▼参加資格　市内在住・在勤・在学の
高校生以上の方▼服装等　運動のできる服
装で、テニスシューズ着用、ラケット持参

◆申し込みは２月２６日（火）までに（必着）、

はがきに住所・氏名・年齢（学年）・電話番

号・初級か中級の別を記入の上、〒２０３－

００３３、滝山３－１－４－５０５、片岡洽あて

郵送を。また、連盟役員への申し込みも可。

申し込まれた方は全員参加できます

　詳しくは片岡�４７２・３１３０（夜間）へ。

おはなし　このよきもの
　ひばりが丘図書館

のおはなし会で、読

み聞かせや人形劇な

どをしているボラン

ティアグループ「金

曜おはなし会」では、

図書館と共催で「お

はなし　このよきも

の～地域でおはなし

を語るということ～」を開催します。

　講師に服部雅子氏（西東京市もぐらの会

代表）をお招きし、大人が楽しむおはなし

会です。おはなしとはどんなものか興味の

ある方、おはなしの勉強をしている方、ど

なたでも結構です。どうご来館ください。

　▼日時　２月２３日（土）午前１０時～正午
▼会場　南部地域センター２階和室▼入場
料　無料　※大人のためのおはなし会です。
子ども向きのプログラムではありません。

小さいお子さん連れでの入場はご遠慮くだ

さい。なお、南部地域センターには駐車場

がありません。ご来館には交通機関をご利

用ください。◆当日直接会場へ

　詳しくはひばりが丘図書館�４６３・３９９６

へ。

おはなし会
　▼日時　３月１日（土）午前１１時から▼
会場　中央図書館おはなし室▼対象　小学
生◆当日直接会場へ

　詳しくは同館�４７５・４６４６へ。

科学の本のよみきかせ
「温度のひみつを実験しよう」
　▼日時　３月１日（土）午前１０時～１１時
▼会場　東部地域センター講習室◆当日直
接会場へ

　詳しくは東部図書館�４７０・８０２２へ。

世界にひとつだけ“my sweet 
home”のために
「楽しんでつけよう！　パパ力（ぢ
から）～トーク＆デビュー・ライ
ブの集い」
～フィフティ２（男女平等推進センター）主
催
　父親として仕事も育児も楽しみながら両

立させたい。それなのに仕事は夜中まで。

妻からは育児ヘルプのプレッシャー。

「Fathering＝父親であることを楽しむ」

にはどうしたらよいの。Fathering提唱者

であり、パパ力検定開発者の安藤さんの講

演と、市内在住で４人の子どもの父親であ

りながらテレビ番組のオーディションに合

格し、家族愛の歌『home』でデビューし

た木山さんのトーク＆ライブを通して、パ

パ力を付けませんか。

　▼日時　３月１５日（土）午後１時半～３
時半（１時開場）▼会場　市民プラザホー
ル▼講師　ＮＰＯファザーリング・ジャパ
ン代表の安藤哲也氏、会社員で歌手の木山

裕策氏▼定員　先着１００人▼参加費　無料
　※２歳～未就学児の保育あり（先着１０人）。

２月１８日（月）～３月６日（木）に電話で

要予約。◆当日直接会場へ

　詳しくは男女平等推進センター�４７２・

００６１（火曜日休館）へ。

　☆幼児のつどい＝２月２１日（木）午前１０
時半～１１時半。劇あそびの発表。１歳～４

歳児。

　☆おはなしの日＝２５日（月）午後４時か
ら。紙芝居、素話、手遊び。小学生。

　☆おはなしの日＝２６日（火）午前１１時か
ら。紙芝居、絵本、手遊び。幼児。

　☆親子ＤＥランチ＝２６日（火）正午から。
よかったら一緒にランチしませんか（昼食

は持参）。幼児とその保護者。

　☆幼児のつどい（ピンク）＝２８日（木）
午前１０時～１０時半。おひなさま工作。１・

２歳児。

　☆幼児のつどい（黄色・青）＝２８日（木）
午前１１時～１１時４０分。おひなさま工作。３・

４歳児。

　☆地域懇談会＝３月２日（日）午前１０時
～１１時半。地域の方。

◎臨時閉館のお知らせ
　２月２３日（土）は市立児童館合同スポー

ツフェスティバルのため５館とも閉館しま

す。

ふれあい情報サイト｢くるくる｣
市民記者養成講座
　東久留米のふれあい情報サイト「くるく

る」では、「市民記者の目」に記事を掲載す

る市民記者の養成講座を開催します。今後、

「くるくる」の市民記者として活動してみ

たい方、ぜひお申し込みください。年齢は

問いません。

　なお、東久留米のふれあい情報サイト「く

るくる」にも情報を掲載していますのでご

覧ください。

　▼日程　１回目が３月１日（土）、２回目
が３月１５日（土）▼時間　いずれも午前１０
時～正午▼会場　市役所６階６０２会議室▼
対象　市内在住・在勤の方、５人～１０人程
度▼参加費　５００円▼活動内容　第１回目
＝取材の仕方とコツ、記事の書き方、事例

日（土）午前１０時～午後４時▼会場　中央
公民館、中央図書館視聴覚室▼参加費　無
料▼種目　将棋・お花・詩吟・舞踊・書道・
邦楽（琴・尺八・三味線）・お茶・太鼓・朗

読・手あみ・押し花絵・一芸（草笛・こま

作り等）・絵てがみ・フラダンス・バレエ・

マジック等１６種目▼対象　市内の小・中学
生（保護者も一緒に参加を）◆申し込みは

３月１０日（月）までに（必着）、はがきに住

所・氏名・電話番号・学校名・学年を記入

の上、〒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

　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。

　▼日時　２月２３日（土）午後２時～３時▼会場　
市役所１階屋内ひろば▼出演　後藤三寿子（ソプラ
ノ）、上野圭子（クラリネット）、竹田恵子（ピアノ）

の各氏▼曲目　「浜辺の歌」「アヴェ・マリア」「ジ
ュ・トゥ・ヴ」「華麗なる大円舞曲」ほか▼入場料　
無料◆当日直接会場へ

　詳しくは市民プラザ�４７０・７８１３へ。

市民プラザロビーコンサート
～ソプラノ・クラリネット・ピアノによる名曲の調べ～

♪♪

↑　東久留米のふれあい情報サイト
「くるくる」ホームページアドレス

http://kuru2.genki365.net
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後藤三寿子氏 上野圭子氏 竹田恵子氏

ひ   ば   り（ 　　　　　　　　　  　 ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００

外国人のための生活便利帳
作成スタッフを募集します

　市では来年度、「外国人のための生活便利帳」（英語版・中国語版）を作成する

予定です。身近で使いやすい便利帳を作成するため、月に２～３回編集会議を行

い、内容を検討していきます。

　今回、便利帳作成の会議等に関する説明会を開催しますので、市内在住の日本

人、外国人の参加をお待ちしています。

参加希望の方は電話または電子メール

で生活文化課�４７０・７７３８へご連絡を。

なお、説明会、編集会議は日本語で行

います。

　【日時】３月１１日（火）午後２時～４時
　【会場】市役所７階７０１会議室
　詳しくは電話または電子

メールで同係へ。
◆生活文化課メールアドレス

seikatsubunka@city.higashikurume.lg.jp

◆コミュニティサイト運営委員会事務局
メールアドレス

kuru2@sky.plala.or.jp
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柳泉園組合臨時職員募集
　柳泉園組合では、４月１日以降に採用す

る臨時職員を募集します。

　▼勤務内容　室内プールおよび浴場施設
の受付業務▼勤務時間等　木曜日以外の午
前９時４５分～午後９時１５分の間の２交替勤

務（土曜・日曜日、祝日勤務あり）▼時給
　８１０円（交通費ほか諸手当別途支給）▼
募集人員　９人◆申し込みは２月２２日（金）
までの平日午前９時～午後５時に、履歴書

（市販のもので可、写真添付）を直接同組

合総務課庶務文書係へ持参してください。

書類選考、面接の上決定します　※提出さ

れた履歴書は返却しません。

　詳しくは同係�４７０・１５４５へ。

多様な働き方セミナー
「はじめてでもわかる！　パートタイムで
働く、雇う時のポイント」
　▼日程・内容　３月６日（木）が「パー
ト労働　早わかり（法律編）」。講師は弁護

士の菅沼友子氏▽３月１１日（火）が「パー

ト労働　早わかり（保険・税金編）」。講師

は社会保険労務士の森山俊子氏▼時間　い
ずれも午後７時～９時▼会場　清瀬市男女
共同参画センター（西武池袋線清瀬駅北口

駅前）▼受講対象　パートタイム労働者、
事業主、テーマに関心のある方▼参加費　
無料◆申し込みは東京都労働相談情報セン

ター国分寺事務所�０４２・３２３・８５１１へ

　詳しくは同事務所へ。

田無警察署
少年柔剣道新規錬成員募集
　①少年柔道＝小学校新３年～新５年生、
若干名。毎週火曜・金曜日の午後５時１５分

どうぞご見学ください
消防演習
　東久留米消防署・消防団では、春の火災

予防運動に伴い、訓練を通じて事業所との

連携を深めるとともに、防火対象物の関係

者（自衛消防隊）の防災行動力の高揚を図

るために消防演習を実施します。市民の皆

さんも見学できますので、ぜひご来場くだ

さい。

　▼日時　３月１日（土）午前９時半～１１
時▼会場　山崎製パン株式会社武蔵野工場
敷地内（柳窪二丁目）◆当日直接会場へ

　詳しくは同署警防課消防係�４７１・０１１９

へ。

幻の童謡詩人
｢金子みすゞ　童謡の旅｣
～美しい音楽とお話で綴（つづ）るみすゞ
の世界～一人語り　
　▼日時　３月３０日（日）午後２時半開演
（２時開場）▼会場　中央公民館ホール▼
出演　井上淑子氏▼音楽　鈴木康友氏、土
肥弘明氏▼入場料　前売券大人１，０００円、高
校生以下５００円（当日券大人１，２００円、高校

生以下７００円）▼主催　ＮＰＯ法人東久留米
市文化協会▼後援　東久留米市▼チケット
取扱所　文化協会事務所（中央公民館隣）、
ジンドー文具店（東久留米駅北口）、證文堂

滝山中央名店街店（滝山四丁目）、證文堂本

町店（本町二丁目）

　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。

薬湯の日“紅花の湯”
　▼期日・時間・会場　３月２日（日）、　
第二喜多の湯（幸町１－５－１０、�４７１・

２４７５）が午後３時～１１時、源の湯（東本町

７－６、�４７１・１１１０）が午後３時半～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。

成年後見制度講演会
　成年後見制度は、判断能力が十分でない

方が安心して生活が送れるよう、本人の財

産や権利を守る制度です。①ではすでに判

断能力が十分でない方を支援する「法定後

見制度」、②では将来の能力低下に備える

「任意後見制度」と死後における自分の財

産の分配等に関する「遺言」について分か

りやすく説明します。興味のある方はぜひ

ご参加ください。ただし、個別相談会では

ありませんので、ご了承ください。

　▼テーマ　①法定後見制度②任意後見制
度と遺言▼日時　①が２月２６日（火）、②が
２月２７日（水）、いずれも午後２時～４時▼
会場　市役所７階７０１会議室▼講師　①が
弁護士の田中純子氏、②が司法書士の山�

政俊氏▼定員　先着各５０人▼参加費　無料

◆当日直接会場へ

　詳しくは東久留米市社会福祉協議会地域

福祉係�４７９・６２９４へ。

第26回東久留米市環境ポスター
コンクール作品募集
　「地球環境」「身近な

自然環境」をテーマに

した絵やポスターを募

集します。

　▼応募資格　市内在
住・在学の小・中学生

▼規格　四ツ切り（３８０mm×５４０mm）の
画用紙１枚▼応募方法　４月１日（火）～
１４日（月）に、作品の裏面に学校名・学年

（２０年４月１日現在）・組・氏名を記入の上、

学校を通じて提出してください。そのほか

の方は環境緑政課（４月１日から環境政策

課。市役所５階）へ直接持参してください。

　最優秀・優秀賞入選作品は今年の環境フ

ェスティバルのポスターや市ホームページ

に掲載させていただく予定です。

　詳しくは同課�４７０・７７５３へ。

市民講師を募集
市民大学「短期コース」
　さまざまな分野での豊かな経験を生かし

たユニークな企画でぜひご応募ください。

　▼応募資格　市内在住・在勤・在学の方
で、講座の運営ができる方。一人１講座▼
講座内容　分野は問いませんが、対話型・
参加型・実践型で運営するもの（特定の政

党、宗教、営利活動にかかわるものは開講

できません）▼開講期間・回数　６月～７
月。全３回または１回のいずれかコースを

選択▼会場　原則として中央公民館▼受講
生数　１０人～３６人の範囲で、相談の上、決
定します▼講師謝礼　１講座当たり３回コ
ースが７，５００円､１回コースが２，５００円▼選
考方法　提出していただいた企画書等で選
考◆申し込みは２月２９日（金）までに（必

着）、所定の市民講師応募用紙（生涯学習課

〈市役所６階〉で配布中）に必要事項を記

入の上、〒２０３－８５５５、市役所生涯学習課

あて郵送または直接持参してください

　詳しくは生涯学習課社会教育係�４７０・

７７８４へ。

男女平等推進センター
運営協議会委員を募集
　市では男女共同参画社会の形成を促進す

るため、男女平等推進プランに基づき、男

女平等推進センター「フィフティ２」を拠

点として、情報や学習機会の提供、団体・

個人の交流の場の提供、相談事業等を実施

しています。

　同センターが取り組む重点課題について

検討、報告いただく運営協議会の委員を次

の通り募集します。

　▼応募資格　市内在住・在勤・在学の２０
歳以上の方▼募集人数　１０人以内（書類選
考の上、決定します）▼任期　４月～２２年
３月◆申し込みは３月６日（木）までに

（必着）、同センターが男女共同参画の考え

方を広めるに当たって、①地域への広め方

②他機関との連携のあり方③家庭内での取

り組み④エンパワーメントのために必要な

ことのいずれかのテーマについての所見を

８００字程度にまとめ、住所・氏名・年齢・

電話番号を記入の上、〒２０３－８５５５、市役

所生活文化課あて郵送または電子メールで

提出してください

　詳しくは同課男女共同参画係�４７０・

７７３８へ。

毎月開催　社協無料法律相談
3月は9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　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　毎月第２日曜日、
午後２時から▼相談時間　１件４０分・４件
まで▼場所　中央町地区センター◆申し込
みは２月１５日（金）午前８時半から電話で

同協議会へ（先着順）

　詳しくは同協議会地域福祉係�４７９・

６２９４へ。

から訓練

　②少年剣道＝小学校新３年～新６年生、
若干名。毎週月曜・木曜日の午後５時半か

ら訓練

　▼訓練場所　いずれも田無警察署道場
（西東京市田無町五丁目）◆申し込みは同

署少年係で配布の申し込み用紙に記入の上、

２月１８日（月）～２９日（金）午前８時半～

午後５時（土曜・日曜日を除く）に同係へ

提出を。応募者多数の場合は抽選

　詳しくは同係�４６７・０１１０（内線２８１２）

へ。

まず相談してみませんか
無料法律相談会　3月1日
　借家・借地、金銭トラブル、相続・遺言、

離婚・親子などの法律問題でお困りの方の

相談に弁護士が直接応じます。

　▼日時　３月１日（土）午後１時～４時
▼会場　アミューホール（清瀬市生涯学習
センター７階。西武池袋線清瀬駅北口前）

▼主催　東京三弁護士会多摩支部、東京三
弁護士会多摩地区法律相談センター◆申し

込みは２月１８日（月）～２７日（水）午前９

時半～午後５時に予約電話番号�０４２・

６４５・９４５１「３月１日係り」へ事前予約を

　詳しくは東京三弁護士会八王子法律相談

センター�０４２・６４５・４５４０へ。

20年度内閣府青年国際交流事業
参加青年を募集
　内閣府は、①国際青年育成交流（９月）

②日本・中国青年親善交流（９月）③日本・

韓国青年親善交流（９月）④世界青年の船

（２１年１月～３月）⑤東南アジア青年の船

（１０月～１２月）の参加青年（１８歳～３０歳）

を募集しています。

　詳しくは同府政策統括官（共生社会政策

担当）付国際第１担当�０３・３５８１・１１８１ま

たは都教育庁社会教育課内閣府青年国際交

流担当�０３・５３２０・６８５９へ。

　市では、子どもたちの安全を確保す

るために、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、

避難したりすることのできる協力家庭

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）が中心となって参加協力を呼び

掛けています。現在、市内全域に約

２，５００件の登録があり、目印として玄関

などにステッカーを表示しています。

　ご協力いただいているご家庭には心

からお礼申し

上げます。か

けこみハウス

の協力家庭等

は、現在も引

き続き募集中

です。なお、

破損したステ

ッカーは交換

しますので、

子育て支援課（市役所２階）へご連絡

ください。

　詳しくは同課子育て支援係�４７０・

７７３６へ。

かけこみハウスにご協力を
子どもの安全を地域で守ろう！

ガ イ ド

◆生活文化課メールアドレス
seikatsubunka@city.higashikurume.lg.jp

今月は「消費生活Ｑ＆Ａ」を休載します。

◆内閣府政策統括官ホームページアドレス
http://www8.cao.go.jp/youth/koryu1.htm

子どもの避難の場など
のためにご協力を！


