
�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１１４，４１２人（男５６，８０４人　女５７，６０８人）　世帯数４９，２１０＜平成１９年１２月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１，７１９人＜平成１９年１２月１日現在＞

【 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）
　▽水道課（東久留米サービスステーションに併設）　 �４７１・５１８６
○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》
▼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

▼東京都水道局多摩お客さまセンター　�０５７０・０９１１００ ／ ０５７０・０９１１０１

　１２月２４日は月曜日の休日、２０年１月１４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。

●が収集日です

日土金木水火月

３０３０２９２９●２８ ●２７ ●２６ ●２５ ●２４ 

６６５５●４ ３３２２１１３１３１

１３１３１２１２●１１ ●１０ ●９ ●８ ●７ 

ごみ収集年末年始カレンダー

　　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

燃 や せ な い 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）

資 源 ご み

公立昭和病院
　１２月２９日（土）～２０年１月３日（木）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２９日（土）～２０年１月３日（木）は休業します。

　詳しくは同保健所�４５０・３１１１へ。

　詳しくは健康課保健サービス係�４７７・
００２２または予防係�４７７・００３０へ。
1歳6カ月児健康診査
　▼日時　１２月２０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５月２６日～６月１７日生まれの
幼児◆当日直接会場へ

　詳しくは保健サービス係へ。

子ども相談
　▼日時　１２月１９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

みは電話で保健サービス係へ

第33回市民のための医療講座
～東久留米医師会・東久留米市歯科医師会・
東久留米市薬剤師会主催
　▼テーマ　災害時の医療～トリアージと
は？▼日時　２０年１月１２日（土）午後２時
～４時▼会場　市役所７階７０１会議室▼講
師　公立昭和病院救急医学科医師の小島直
樹氏。司会は東久留米医師会理事の小笠原

芳宏氏▼定員　先着１５０人▼入場料　無料
◆当日直接会場へ

　詳しくは予防係へ。

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（月）から１２月２７日（木）まで

表２　し尿のくみ取り日程

市役所の窓口・施設の年末年始業務日程は7面に

《おわびと訂正》 広報１２月１日号８面
に掲載した「都保健所　肝炎ウイルス
検診」で、市健康課の電話番号が４７７・
００３３とあるのは４７７・００３０の間違いで
した。おわびし訂正します。

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１６日＝いくせ医院（新川町１－４－１８、�４７１・２３０４）
　１２月２３日・３０日・３１日、２０年１月１日・６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２４日＝おざき内科循環器科クリニック（幸町４－２－１、�４７７・０５５５）
　２０年１月２日＝石橋クリニック（東本町８－９、�４７７・５５６６）
　２０年１月３日＝たかはしクリニック（本町２－３－４、�４７９・１８００）
　【歯科】
１２月１６日・２３日・２４日・２９～３１日、２０年１月１日～３日・６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１６日・２４日・３０日、２０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、２０年１月２日・６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、１２月３１日〈月〉と１月２日〈水〉は休診し
ます）＝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、１月１日〈祝〉と１月３日〈木〉は休
　診します）＝多摩北部医療センター（東村山市青葉町１－７－１、�０４２・３９６・３８１１）

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

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。

昭和病院・保健所昭和病院・保健所

収　集　日申し込み日
１２月２８日（金）までに収集します１２月２１日（金）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２４日（休）～２８日（金）

年末は12月28日年末は12月28日（金）（金）まで・年始は１月４日まで・年始は１月４日（金）（金）からから
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　公民館を快適に利用していただくため、来年１月から２カ月間、

空調設備の改修工事および外壁補修工事を施工します。

　この間、公民館を全館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。

　【利用再開日】２０年３月１８日（火）
　なお、閉館中の施設予約システムの窓口予約は、今まで通り公

民館で受け付けます。

　詳しくは同館�４７３・７８１１へ。

中央公民館を一時閉館 ２０年１月１５日（火）～３月１７日（月）

より快適な空間に生まれ変わります

市役所の窓口・施設の年末年始業務日程

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＝１２月１９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。

　☆折り紙教室＝２０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。

　☆おはなし会＝２０日（木）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。

　☆大掃除＝２７日（木）午後３時～４時半。
１年間遊んだ児童館をみんなできれいに掃

除しましょう。小学生。

 

　☆クリスマス会＝１２月１５日（土）午後２
時～３時半。歌、ダンス、ハンドベル、手

冬のおたのしみ会
　ひばりが丘図書館では、

「冬のおたのしみ会」を行

います。パネルシアターや

ミニミニ人形劇など、クリ

スマスや冬にちなんだ出し

物を用意しています。ぜひ

ご来館ください。

　▼日時　１２月２１日（金）、１回目が午前１１
時から、２回目が午後３時から▼会場　南
部地域センター２階講習室　※駐車場があ

りませんので、車での来場はご遠慮くださ

い。▼入場料　無料◆当日直接会場へ
　詳しくはひばりが丘図書館�４６３・３９９６

へ。

20年1月の図書館の休館日
　２０年１月の図書館の休館日は中央・滝山・

ひばりが丘・東部図書館とも、７日（月）・

１５日（火）・２１日（月）・２８日（月）です。

　詳しくは中央図書館�４７５・４６４６へ。

　詳しくは健康課予防係�４７７・００３０へ。
献血にご協力を
　当日は本人確認を行いますので、本人確

認できるものを持参してください｡

　▼日時　１２月１８日(火)午前１０時～午後４
時（正午～午後１時１５分を除く）▼会場　
市民プラザホール

　詳しくは予防係へ。

年　　　　始年　　　　末
日 　 程

施 　　設　　 名
４日
（金）

３日
（木）

２日
（水）

１日
（祝）

３１日
（月）

３０日
（日）

２９日
（土）

２８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・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・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（土）～１月３日（木）は利用できません。１２月２８日（金）と１月４日（金）は、市役所１
階屋内ひろば設置の発行機は午後５時半まで（東久留米駅東口１階エレベーター横設置の発行機は通常通り午後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２８日（金）の午後５時までと１月４日（金）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２９日（土）～１月３日（木）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（金）～１月４日（金）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（金）まで、年始は１月５日（土）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。なお、中央公民館では１月７日（月）の休館日も窓口での抽選申し込みを受け付けます（午前９時～午後５時）
（※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（１面を参照）。
（※３）１２月２８日（金）は館内整理日のため５児童館とも休館となります。

（ ■ はお休みです）

品など。小学生１００人。

　☆おはなしタイム＝１７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＝１８日・２５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＝１９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＝１９日・２６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。

　☆卓球大会＝１９日（水）
午後３時半から。トーナメ

ント戦。小学生。

　☆大掃除＝２７日（木）午
後２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。

 

　☆クリスマス会＝１２月１５日（土）午後１
時半から。音楽、ダンスなど。１６年３月生

まれの幼児（保護者同伴）～中学生２００人。

内容は小学生向け。　※参加整理券配布中

（無料）。整理券のない方も当日入場できま

すが、プレゼントをもらえない場合があり

ます。

　☆工作の日＝１８日（火）・１９日（水）のい
ずれも午後２時から。クリスマスキャンド

ル作り。小学生。

　☆将棋大会＝１９日（水）午後３時から
（対戦開始前に申し込みを）。小学生。指導

は東久留米市将棋研究会。

　☆トランポリンの日＝２０日（木）午後２
時から。小・中学生。跳びやすい服装で。

　☆クレープパーティー＝２２日（土）午後
１時半から。クレープを作ってみんなで食

べます。小・中学生先着７０人。　※当日申し

込み受け付け。

　☆交通安全・防犯教育の日＝２５日（火）
午後４時から。冬休み交通安全のお話をし

ます。小学生。

　☆環境整備の日＝２７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。

　☆閉館のお知らせ＝１２月１５日（土）午前
はクリスマス会準備のため閉館します。

 

　☆伝承遊びの日＝１２月１７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＝１８日・２５日のいずれも
火曜日、午前１１時～１１時半。絵本の読み聞

かせ、手遊び。幼児。

　☆赤ちゃん広場＝１９日（水）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。

　☆おはなし会＝２１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＝２５日（火）午後２時半～
４時。小学生。指導は本多秀子氏。

　☆卓球大会＝２６日（水）午後３時から。
トーナメント戦。小学３年～６年生。

　☆大掃除＝２７日（木）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。小・中学生。　※午後３時からは児

童館で遊べません。

中央・けやき児童館
合同新春観劇会
　▼日時　２０年１月８日（火）午後２時半
開演（２時２０分開場）。上演時間は６０分▼会
場　けやき児童館▼内容　スペシャル・イ
リュージョン「マジックショー」▼出演　
オフィスマジックファンタジア▼対象　４
歳～中学生（幼児は要保護者同伴）▼定員
　先着２００人　※入場整理券（無料）は１２

月１７日（月）午後３時から配布します。

　☆親子ＤＥランチ＝１２月１８日（火）正午
から。お弁当を持って、みんなと楽しくお

しゃべりしながらランチしよう。幼児とそ

の保護者。

　☆工作の日＝１９日（水）午後３時半から。
リンゴを使ったクリスマス工作。小学生先

着１５人。　※申し込み受け付け中。

　☆ドッジボール大会＝２１日（金）午後３
時半から。チーム戦。小学生。　※当日申し

込み受け付け。

　☆中高生クリスマス会＝２２日（土）午後
２時半～６時。クリスマスケーキを作った

後、パーティーでゲーム、スポーツをして

楽しみます。中・高校生先着２０人。参加費

２００円。　※申し込み受け付け中。準備のた

め工作室は午前１０時半～午後４時、集会室

は午後１時～６時は使用できません。

　☆環境整備の日＝２７日（木）午後３時半
から。ひばりをみんなできれいにしましょ

う。小学生～高校生。　※幼児の利用は午後

３時半までです。

　☆おぞうに会＝２０年１月８日（火）午後
３時～４時。ひばり特製のお雑煮をどうぞ。

地域の方先着１００人。おわん、はしを持参

してください。　※工作室は１日中、遊戯室

は午後３時～４時は使用できません。

年末年始閉館のお知らせ
　１２月２８日（金）は館内整理日のため、２９

日（土）～２０年１月３日（木）は年末年始

のため５児童館とも閉館になります。

　滝　山 滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４（　　 　　　　　　）

　中　央 （　　　　　　　　 ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１

く　ぬ　ぎ （　　　　　 　　　）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

け　や　き （ 　　　　　　 　）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

ひ   ば   り（ 　　　　　　　　　  　 ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００
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スポーツ体験講習
～市水泳連盟・市テニス連盟
　▼期日　１２月２２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。

市民ハイキング
「日向山と初春の秩父札所巡り」
～市山岳連盟主催
　▼日時　２０年１月１２日（土）午前７時半
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）▼集合場所　東久留米
駅２階改札口前▼コース　芦ヶ久保駅～日
向山（標高６３３�）～札所６番卜雲寺～７

番法長寺～８番西善寺～９番明智寺～横瀬

駅（解散）▼歩行時間・距離　約３時間２０
分、約１０ｋｍ▼対象　中学生以上▼持ち物
　弁当、飲み物、雨具、帽子、手袋ほか。

山道に適した底の厚い靴で▼参加費　８００
円（保険料含む）。交通費（約１，１２０円）は

実費

　申し込みと詳しくは１２月２５日（火）までに、

花房�４７１・１００５（正午～午後１時）へ。

冬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　２０年１月２０日、２月３日・１０日
のいずれも日曜日、午前９時～午後６時５０

分▼会場　スポーツセンター▼対象　市内
在住・在勤・在学の１８歳以上（高校生不可）

で編成されたチーム▼参加費　１チーム
５，０００円▼抽選会　１月５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同連盟事務局・貫井

�４７４・１１１１へ。

薬湯の日
“ゆず湯”と“南天の湯”
　▼期日・時間・会場　１２月２２日（土）が
「ゆず湯」、２０年１月６日（日）が「南天の

湯（源の湯のみ実施）」。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。

市民プラザロビーコンサート
～クリスマスコンサート～
　▼日時　１２月２２日（土）午後２時～３時
▼会場　市役所１階屋内ひろば▼出演　ノ
ーザンシックス・ビックバンド。ゲストは

Ｎｉｒｅｋｏ▼曲目　「ビギン・ザ・ビギン」
「赤鼻のトナカイ」「きよしこの夜」「サン

タが町にやってくる」「Ｈｅｌｌｏ　Ｄｏｌ

ｌｙ ＣｈａＣｈａＣｈａ」「大きな古時計」

「茶色の小瓶」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。

フィフティ ２ (男女平等推進センタ
ー）で講座を開催
①市民企画講座「正しい性の知識をどう教
えますか？」～あなたは息子や娘と性を語
り合ったことがありますか？～
　▼日時　２０年１月１９日（土）午後２時～
４時半▼会場　同センター会議室▼講師　
「人間と性」教育研究所所長の高柳美知子

氏▼定員　先着２４人　※２歳～未就学児の
保育あり。１２月１７日（月）～２０年１月１０日

（木）に予約を。▼参加費　無料▼申し込み
期間　１２月１７日（月）～２０年１月１７日（木）▼

企画・運営　新日本婦人の会東久留米支部
②フィフティ ２（男女平等推進センター）主
催講座―私たちのこれから“くらしむきと
働き方”Part２─「一人で悩まないで！　
パート・派遣トラブル解決法～」
　▼日時　２０年１月２６日（土）午後１時半
～３時半▼会場　同センター会議室▼講師
　全国ユニオン会長の鴨桃代氏▼定員　先
着２４人　※２歳～未就学児の保育あり。１２

月１７日（月）～２０年１月１７日（木）に予約

を。▼参加費　無料▼申し込み期間　１２月
１７日（月）～２０年１月２４日（木）◆申し込

みはいずれの講座も期間内に、講座名・氏

名・電話番号（ファクス番号）・保育が必要

な方はお子さんの氏名と年齢を記入の上、

同センターへ電話�４７２・００６１またはファ

クス４７２・００５３を（１２月２９日〈土〉～２０年

１月３日〈木〉と火曜日は休館）

　詳しくは同センターへ。

福祉オンブズパーソン養成講座
　東久留米福祉オンブズの会では、福祉に

関する苦情対応のあり方や福祉に関する権

利擁護に関する講座を開催します。

　講師は、施設利用者とその家族、事業所

代表者、障がい者本人、学識経験者など多

彩な立場の方を予定しています。

　参加費は無料です。気軽にお越しくださ

い。

　▼日時　全７回。１２月１６日、２０年１月６
日・２０日、２月３日・１７日、３月２日・１６

日のいずれも日曜日、午後２時～４時▼会
場　中央町地区センター
　詳しくは同会事務局（社会福祉協議会内）

�４７３・０２９４へ。

市庁舎内の食堂・喫茶
営業を中止します
　市庁舎の１階喫茶と７階レストランは、

諸般の事情により１２月２１日（金）をもちま

して営業を中止します。ご不便をお掛けし

ますが、ご理解いただきますようお願いし

ます。

　詳しくは管財課管財係�４７０・７７１８へ。

消防歳末特別警戒を実施
火は見てる　あなたが離れる　その時を
　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。そこで東久留米消防署

と市消防団では、１２月２６日（水）～３１日

（月）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、家の周りの整理整頓や火の元の点検

を心掛けてください。

　詳しくは同署�４７１・０１１９へ。

水道管にも冬支度を
　冬を迎え、気温の低下から水道管の凍結

による断水や管が破裂することがあります。

屋外に露出している水道管には防寒対策が

必要です。

　▼家庭でできる防寒対策　水道管が外気
に直接触れないよう保温材を巻きつけ、そ

の上から濡れないようビニールテープなど

をすき間なく重ねて、下から上へしっかり

巻きつけます。保温材はホームセンターな

どで市販されていますが、毛布、発泡スチ

ロールなど家庭にあるものでも十分代用で

きます。

　詳しくは水道課�４７１・５１８６へ。

社協無料法律相談・１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、申し込みしてください。

　▼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　２０年１月１３日
（毎月第２日曜日）の午後２時から▼会場
　中央町地区センター▼定員　先着４件
（相談時間は１件４０分）◆申し込みは１２月

１７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。

「共同募金運動」（赤い羽根・歳
末たすけあい運動）にご協力を
　「赤い羽根共同募金」は東京都共同募金会

へ納付後、主に都内の福祉団体による備品

購入の支援に、「歳末たすけあい運動」は市

民主体による支え合い活動等へのバックア

ップや支援を必要とする方への見舞金とし

て配分されます。

　各募金は、社会福祉協議会事務局（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、

１２月２６日（水）まで受け付けています。ま

た、公共施設や各金融機関に設置の募金箱

もご利用ください。

　詳しくは同協議会�４７１・０２９４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。ぜひ入会説明会

にお越しください。

　▼資格　市内在住のおおむね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▼説明会日時・会場　毎月
第３水曜日の午後１時半から、同センター

１階会議室▼持ち物　年度会費２，０００円（１
～３月入会者は１，２００円）、顔写真２枚、配

機器の入れ替えによる臨時休館
　市内の全図書館では、機器の一部入れ替

えのため、２０年１月１６日（水）・１７日（木）

の２日間、すべての図書館が臨時休館にな

ります。

　詳しくは中央図書館�４７５・４６４６へ。

滝山図書館特別整理休館日
　図書館では、毎年１回「特別整理休館日」

を設け、館内の図書の整理を実施していま

す。今年も滝山図書館から順次行います。

期間中は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。

　▼滝山図書館の特別整理休館日　２０年１
月２９日（火）～２月２日（土）

　詳しくは中央図書館�４７５・４６４６へ。

公立昭和病院職員募集
　▼職種　一般事務　※大学卒業程度。既
卒・新卒。▼応募資格　昭和５５年４月２日
～６１年４月１日生まれの方▼予定採用人員
　３人程度▼選考日　２０年１月２０日（日）
▼試験案内・申込書等の配布　同病院総務
課人事係で配布。同病院のホームページか

らも入手できます◆申し込みは持参の場合

は１２月２５日（火）～２０年１月７日（月）、郵

送の場合は２０年１月４日（金）までに（消

印有効）、採用試験受験申込書に必要書類を

添付して直接同係へ持参または配達記録で

送付を

　詳しくは同係�４６１・００５２へ。

にせ税理士・税理士法人にご注意を
　無資格者が税金の相談、申告書の作成、

税務の代理をすることは法律で禁じられて

いるばかりではなく、専門的知識が欠けて

いる等のため、依頼者が不測の被害を被る

恐れもあります。税理士は税理士証票を携

帯し、税理士バッジを着用しています。

　詳しくは東京税理士会�０３・３３５６・４４６１へ。

自由学園入試相談会
　▼日時　男子部中等科・高等科＝２０年１
月１２日（土）午前１０時～正午▽女子部中等

科・高等科＝２０年１月５日・１２日のいずれ

も土曜日、午前１０時～正午と午後１時～３

時▼対象　小・中学生とその保護者
　詳しくは同学園�４２２・３１１１へ。

◆東京税理士会ホームページアドレス
http://www.tokyozeirishikai.or.jp

バラエティに富んだ曲で、すてきな夜のひとときをバラエティに富んだ曲で、すてきな夜のひとときを

◆公立昭和病院ホームページアドレス
http://www.kouritu-showa.jp/

今月は「消費生活Ｑ＆Ａ」を休載します。

分金を振り込むための金融機関（ゆうちょ

銀行）の口座番号が分かる通帳等、認め印、

筆記用具

　詳しくは同センター�４７５・０７３８へ。


