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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１１４，４０９人（男５６，８３０人　女５７，５７９人）　世帯数４９，０６８＜平成１９年６月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１，６１７人＜平成１９年６月１日現在＞

　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＝６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（３・４歳児）＝２１日（木）
午前１０時半～１１時半。絵の具遊び。

　☆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。

　☆おはなし会＝２１日・２８日のいずれも木
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。　

　☆七宝焼教室＝２３日（土）午前９時半～
１１時５０分。小学２年～６年生１５人。講師は

内堀美江子氏。　※６月１５日（金）午後３時

から申し込み受け付け。

　☆親子体操教室＝２６日（火）午前１０時１５
分～１１時４５分。２・３歳児の親子１２組。親

子とも動きやすい服装で。水筒、汗ふきタ

オル持参。　※６月１６日（土）午前９時から

申し込み受け付け。

　☆バースデーパーティー＝２７日（水）午
後３時１５分から。４～６月生まれのお友だ

ちをみんなでお祝いしましょう（クレープ

パーティーをします）。小学生。　

　☆幼児のつどい（２歳児）＝２８日（木）
午前１０時半～１１時１５分。親子で遊ぼう。

　☆夏まつり準備会＝６月２０日・２７日のい

　☆おはなしの日＝１９日・２６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。小学生。

　☆ぽかぽかタイム＝２０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＝２０日・２７日のいずれも水曜
日、午後３時から。囲碁に挑戦しよう。小

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・２８日のいずれも
木曜日、午前１０時半～１１時半。両日とも色

水遊び。幼児。　※汚れてもいい服装で参

加してください（着替え持参）。

　☆すこやかタイム＝２５日（月）午前１０時
半～１１時半。体をいっぱい動かして遊ぼう。

３歳児。

　☆くぬぎ縁日準備会＝２０日・２７日のいず
れも水曜日、午後３時からと、１６日・２３日

のいずれも土曜日、午後２時から。縁日に

向けて、おばけ屋敷やお店屋さんの準備を

します。小・中学生。

　☆くぬぎ縁日＝７月７日（土）午後１時
半～３時半。おばけ屋敷、食べ物屋、スト

ラックアウト、太鼓演奏など。４歳児～中

学生１５０人。　※６月１８日（月）午後３時から

参加券（１００円）を頒布。払い戻し不可。

ずれも水曜日、午後３時からと、２３日・３０

日のいずれも土曜日、午後２時から。７月

７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＝２１日「ボールプール」、
２８日「ティッシュで遊ぼう」。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。手遊びをして、おしゃべりしませんか。

零歳児の親子。

　☆トランポリンの日＝２２日（金）午後２
時から。小・中学生。跳びやすい服装で。

　☆将棋大会＝２７日（水）午後３時から。
対戦開始前に申し込んでください。小学生。

指導は東久留米市将棋研究会。

　☆夏まつり＝７月７日（土）午後零時４５
分～３時。小・中学生

によるお店、ゲーム、

手作り品、食べ物。小・

中学生（幼児参加不可）。

　※６月２３日（土）午

前９時から参加券

（１５０円）を頒布。前売券２５０枚。払い戻し

不可。

　☆おはなしタイム＝６月１８日（月）午前
１０時半～１１時半。絵本の読み聞かせ、手袋

人形、手遊び。３歳児。

会に加入している下表の動物病院では、新

規登録や予防注射、注射済票の交付を受け

ることができます。

　▼費用　新規登録＝３，０００円▽鑑札再交
付＝１，６００円▽予防注射＝３，０００円▽注射済

票交付５５０円

　詳しくは予防係へ。

　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。
4カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　▼日時　６月２１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２月４日～２５日生まれの乳児◆当日直

接会場へ

　詳しくは保健サービス係へ。

1歳6カ月児健康診査
　▼日時　６月２８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１１月１４日～１２月８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　６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
みは電話で保健サービス係へ

飼い犬の狂犬病予防注射を
　生後９１日以上の飼い犬は飼った日から３０

日以内に登録をし、年１回の狂犬病予防注

射を受けることになっています。市獣医師

　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

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。

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１７日＝石橋クリニック（東本町８－９、�４７７・５５６６）
　６月２４日＝山口内科呼吸器科クリニック（本町３－１２－２、�４７２・２３８６）
　【歯科】
　６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）
　６月１７日＝前田病院（中央町５－１３－３４、�４７３・２１３３）
　６月２４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（火曜・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）

【 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

　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

電話番号所在地病院名

４７１・００３１
中央町
４－８－１０

い そ べ
動 物 病 院

４５３・８１１１
中央町
２－６－５０

か ざ ま
動 物 病 院

４７６・８８６８
前沢
３－８－１２

関 根
どうぶつ病院

４７４・０５３３東本町４－９田中動物病院

４７３・７０７８
中央町
１－１－４９

ト オ ヤ
動 物 病 院

４７１・６３０６
中央町
１－３－１

山村獣医科

新規登録、注射、済票交付ができる
動物病院
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　日本バスケットボール実業団男子「パナソニックスーパーカンガルーズ」の選手が

来て、模範試合と実技講習会を開催します。市内の

小・中学生はぜひ参加してください。

　【日時】７月８日（日）午後零時半～５時
　【会場】スポーツセンター
　【対象】市内在住・在学の小学４年～中学生
　【定員】１３０人（応募者多数の場合は抽選）
　【持ち物】室内履き。運動着で来てください
　申し込みは６月２５日（月）までに（必着）、往復は

がきにバスケットボールクリニック参加希望と書いて、住所・氏名・電話番号・学校

名・学年、返信用にも住所・氏名を記入の上、〒２０３－００１１、大門町２－１４－３７、東

久留米市スポーツセンター内、東久留米市体育協会事務局あて郵送を。

高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾高遠自然体験塾
　夏休みの最終仕上げに普段の生活から離れ、高原で楽しく自然体験しませんか。

　【日程】８月３０日（木）～９月２日（日）
　【会場】国立信州高遠青少年自然の家（長野県伊那市高遠町）
　【内容】キャンプ、ハイキング、スターウオッチング、野外炊飯、キャンプファイア
ー、レクリエーション、ハンドクラフトなど

　【対象】市内在住・在学で、健康な小学４年～中学生。標高１，２００ｍ以上の場所で活
動するので、事前に医療機関で健康診断を受け、医師の許可を得てください

　【参加費】６，０００円
　※保護者オリエンテーションが７月２１日（土）、参加者事前研修（班編成ほか）が８

月１日（水）、いずれも午後１時からスポーツセンターで。

　申し込みは７月６日（金）までに（必着）、往復はがきに高遠自然体験塾参加希望と

書いて、住所・氏名・電話番号・学校名・学年・保護者名、返信用にも住所・氏名を

記入の上、〒２０３－００１１、大門町２－１４－３７、東久留米市スポーツセンター内、東久

留米市体育協会事務局あて郵送を。

　▼日程・内容・講師　①７月６日（金）
＝昔話が教えてくれたもの。講師は国立お

話の会の平塚ミヨ氏②７月１０日（火）＝昔

話から学んだもの。講師はみくりおはなし

の会代表の赤神千恵美氏▼時間・会場　い
ずれも午前１０時～正午、中央図書館▼定員
　先着１５人

◎江戸・東京歴史散歩とカメラワーク
　都心に続々と誕生する最先端の観光スポ

ットに心を奪われる昨今ですが､古い歴史

を訪ねるのも捨てがたい魅力があります｡

教養と健康を兼ねて、都内周辺の史跡や由

緒ある公園をウオーキングしませんか｡企

画・運営は都市美をすすめる会。

　▼日時・内容・講師　①７月７日（土）
＝柴又から里見公園へ。講師は写真家・郷

土史研究家の大熊幸夫氏　※写真撮影のア

ドバイスあり。②１０月２０日（土）＝高輪､白

金の史跡を歩く。講師は旅行作家・郷土史

家の伊佐九三四郎氏。いずれも午前９時～

正午過ぎ▼定員　先着７０人▼参加費　６００
円（資料、矢切の渡し代等）　 ※原則とし

て雨天決行。詳細は申込者全員に案内郵送。

◎国際理解講座
　スペイン文化について学びます。また、

外国人による日本語スピーチ大会や中学生

の暗唱スピーチ大会では、若者の感性で国

際理解を語ってもらいます。企画・運営は

東久留米国際友好クラブ。

　▼日程・内容・講師　①６月２４日（日）
＝スペインの文化について。講師はＮＨＫ

スペイン語講座講師のミゲル・アンヘル・

イバニエズ氏②７月７日（土）＝外国人に

よる日本語スピーチ大会。講師は飯塚睦氏

ほか③２０年３月８日（土）＝中学生暗唱ス

ピーチ大会。講師はブルース・テイラー氏

ほか▼時間　①＝午後２時～４時半、②③
＝午後１時半～５時▼会場　①＝中央図書
館、②③＝市民プラザホール▼定員　先着
３０人

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。

　▼日程　７月２３日（月）～８月３１日（金）
　※実際の体験は数日間です。▼対象　中
学生以上（体験先により制限あり）▼参加
費　中学生～大学生＝５００円から（体験日数
が４日以上は１日１００円ずつ加算）、社会人

＝１，０００円▼体験までの流れ　①ガイダン
スに参加②講座の申し込み③活動先でのオ

リエンテーション④体験▼ガイダンス日
時・会場　７月１日（日）午後２時～３時、
中央町地区センター第３・第４会議室▽７

月５日（木）午後７時～８時、社会福祉協

議会会議室（わくわく健康プラザ２階）　

※いずれかに参加を。当日直接会場へ。◆

講座の申し込みは７月７日（土）午前１０時

～午後４時に中央町地区センター第３・４

会議室、または７月９日（月）～１３（金）

午前９時～午後４時に同協議会会議室で　

※先着順。本人が必要書類を持参してくだ

さい。ガイダンスを受けていない方は、７

月９日（月）からの申し込みとなります。　

　詳しくは同協議会ボランティアセンター

�４７５・０７３９へ。

▼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。

スポーツセンター夏季期間（7月
～9月）スイミングレッスン
　▼種目・日時　ビギナー＝毎週月曜日の
午後８時～９時▽アクアビクス＝毎週水曜

日の午後８時～９時▽フォーミング＝毎週

木曜日の午後７時～８時▽スピードアップ

＝毎週木曜日の午後８時～９時▽障害者水

泳＝毎週水曜日の午後６時～７時▼参加費
　１２回レッスン登録証２，６２５円と施設使用

料（市内）４００円。多くのレッスンへの参加

を希望する方には１２回登録証（２，６２５円）か

６回登録証（１，５７５円）の買い足しができま

す◆申し込みは６月１５日（金）午前９時か

らスポーツセンターで受け付け　

　スイミングレッスンのほかに、３カ月ご

とのスタジオプログラムを各種多数用意。

７月～９月コースの申し込み受け付けを６

月１５日（金）から開始しますので、皆さん

の健康・体力づくりに役立ててください。

　詳しくはスポーツセンター�４７０・７９００

へ。

ソフトテニス初心者講習会
～市ソフトテニス連盟
　▼日時　６月２３日（土）午前９時～午後
５時。予備日は６月３０日（土）▼会場　滝
山テニスコート（滝山二丁目）▼参加費　
無料◆申し込みと詳しくは井部�４７５・

８２７９へ（事前申し込みが原則ですが、当日

会場でも受け付けします）

スポーツ体験講習
～市水泳連盟・市テニス連盟
　▼期日　６月２３日（土）　 ※２０年３月ま
で毎月第４土曜日に実施。７月・８月は休み。

 

　☆お父さんと遊ぼう＝６月１６日（土）午
前１０時半～１１時半。子どもと楽しく遊びま

しょう。幼児とお父さん。

　☆伝承遊びの日＝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、手遊びなど。幼児。　

　☆幼児のつどい（１・２歳児）＝２１日（木）
午前１０時半～１１時１５分。風船で遊ぼう、６

月の誕生会。

　☆おはなし会＝２２日（金）午後３時から。
素話、絵本の読み聞かせなど。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。

　☆夏まつり第３回実行委員会＝２７日（水）
午後３時半から。夏まつり当日の総点検。

小・中学生。

　☆夏まつり参加券発売開始＝１６日（土）
午後１時半から。１枚２００円（先着２５０枚）。

４歳児（保護者同伴）～中学生。　※電話で

の予約はできません。

　☆幼児のつどい（３・４歳児）＝２８日（木）
午前１０時半～１１時半。風船で遊ぼう、６月

の誕生会。

　　　　

　☆おはなしの日＝６月１７日（日）午前１１
時から。パネルシアター、絵本。興味のあ

る方。

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

　☆バドミントン大会＝２０日（水）午後３
時半から。トーナメント戦。小学４年～６

年生先着１６人。　※申し込み受け付け中。

　☆幼児のつどい（１～４歳児）＝２１日
「リズム遊び」、２８日「観劇」おはなしグル

ープスマイルズ。いずれも木曜日、午前１０

時半～１１時半。

　☆夏祭り準備会＝２２日（金）・３０日（土）
午後３時半から。７月に行われる夏祭りの

企画について話し合おう。小学生。

　☆工作の日＝２３日（土）午後２時から。
ビー玉迷路を作って遊ぼう。小学生２０人。

　※６月１６日（土）から申し込み受け付け。

　☆おはなしの日＝２５日（月）午後４時か
らが小学生。素話、紙芝居など。２６日（火）

午前１１時からが幼児。紙芝居、パネルシア

ター、手遊びなど。

　☆ちぎり絵＝２７日（水）午後３時から。
ちぎり絵のうちわ作り。小学生。

保育付き　家庭教育学級
「裁判員制度ってなに？」　
－あなたの疑問にお答えします
　２１年５月までに裁判員制度が始まること

をご存じでしょうか。

　この制度は、市民の皆さんが裁判員とし

て刑事裁判に参加し、裁判官と共に重大事

件の裁判を行うものです。

　「では、具体的に何をするの」「どうして

も参加しなくてはならないの」などの疑問

に、東京地方検察庁の方からお話を伺いま

す。また、当日は中村雅俊主演・監督のビ

デオ「裁判員制度－もしもあなたが選ばれ

たら」も上映します。

　▼日時　７月７日（土）午前１０時～正午
▼会場　中央公民館▼対象　市内在住で２０
歳以上の方▼講師　武蔵野区検察庁の山川
みき子氏▼定員　先着４０人　※２歳～未就
学児の保育あり。１５人。６月２３日（土）ま

でに予約を。◆申し込みは６月１５日（金）

午前９時から電話で公民館�４７３・７８１１へ。

　詳しくは同館へ。

市民自主企画講座
　申し込みは６月１５日（金）午前９時から
電話で公民館�４７３・７８１１へ。
　詳しくは同館へ。
◎絵本えらび講座「むかしばなし　という
　たからもの」
　本の好きな子どもにするには、まず親が

楽しむことです。子どもの体を気遣うよう

に、心の栄養になるようなおいしい絵本を

子どもに贈りませんか。企画・運営はろん

りむ。

詳しくは市体育協会事務局�４７０・２７２２へ。

一流選手の技術を盗んじゃおう

多摩・島しょ子ども体験塾

《内容》
　①無料健康チェック（血圧、体脂肪、敏しょう
性）、体力測定＝午前１０時～午後２時。
　②ストレッチ体操体験教室＝午前１０時～１１時半。
参加費１００円。先着２０人。

　③講演「さらば、生活習慣病－メタボリックシ
ンドロームにならないためのライフスタイル」＝

午後零時半～１時半。講師は市保健師。

　④うたごえ喫茶＝午後２時～４時。参加費５００円。
元ともしび司会者のバクさんと歌いましょう。

　⑤演劇体験ひろば＝午後４時半～６時。参加費
５００円。プロの演劇集団シアターモーメントが表現

の世界へ案内します。

　会場はいずれも南部地域センターで。②④⑤は

同センターで前売り券を頒布中。

　詳しくは同センター�４５１・２０２１へ。

ひばり元気まつり
南部地域センター11周年記念 ７月１日 （日）

 開  催！
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私立の高等学校等の授業料を助成
　▼対象　５月１日以降申請時まで都内に
在住で、私立高等学校（全日制課程・昼間

定時制課程）、私立中等教育学校後期課程、

私立特別支援学校の高等部、私立高等専門

学校（１～３年）および私立専修学校高等

課程の在学生の保護者▼助成額（年額）　
生活保護を受けている方＝１８万円▽住民税

が非課税、均等割のみの方＝１３万５，０００円▽

住民税が一定額以下の方＝９万１，０００円▼
申請書の配布　在学している学校で配布◆
申し込みは７月２１日（土）までに（消印有

効）、配達記録郵便で、〒１６２－８７９９、牛込

郵便局留、財団法人東京都私学財団あて郵

送または７月１３日（金）・１４日（土）・２６日

（木）・２７日（金）に直接同財団へ持参を。

　詳しくは同財団�０３・５２０６・７９２５へ。

多摩の物産＆輸入品商談会 ’ 07
　「多摩地域での新しい出会いの創造と地

産地消促進」をテーマとした展示・商談会

が開催されます。

　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・地域関係団体が相互理解の下、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 ’ ０７」を決定します。

主催は多摩信用金庫、青梅信用金庫。

　▼日時　７月９日（月）午後１時～５時、
１０日（火）午前９時～午後５時▼会場　パ
レスホテル立川（立川市曙町２－４０－１５、

ＪＲ立川駅から徒歩５分）▼入場料　無料
（登録制。事前登録すると当日受付で来場

者プレゼントを進呈）▼出展ジャンル　食
品（一般食品・加工食品・飲料・惣菜など

食品全般）、雑貨（生活雑貨・衣料品・専門

品など雑貨全般）　 ※それぞれに輸入品が

含まれます。

　詳しくは多摩信用金庫商談会担当（たま

しん法人総合サービスＢＯＢ事務局）�

０４２・５２６・７７３０または青梅信用金庫営業推

進部商談会担当�０４２８・２４・１１１６へ。

就職面接会を開催
「しごとフェアｉｎ西東京」
　ハローワーク三鷹では就職面接会を開催

します（参加企業は１５社程度）。そのほか就

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のうち

東久留米市・西東京市の企業が中心です。

参加費無料、事前予約不要。

　▼日時　６月２８日（木）参加者受け付け
＝午後１時～３時、面接会＝午後１時半～

４時▼会場　南町スポーツ・文化交流セン
ターきらっと（西東京市南町５－６－５、

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。▼内容　職
業相談コーナー＝仕事に関する相談▽キャ
リアアップコーナー＝都立技術専門校の訓
練内容や応募方法等の相談▽適職診断コー
ナー＝仕事の適性についての相談▼持ち物
　複数枚の履歴書と筆記用具（何社でも応

募できます）

　詳しくはハローワーク三鷹職業相談部門

�０４２２・４７・８６１７へ。

多摩水質試験室が「ＩＳＯ／ＩＥＣ
17025」の認定を取得
　都水道局では､多摩

地区の水道水の水質

管理を担当している

多摩水道改革推進本部（立川市）の多摩水

質試験室が、水質検査結果を客観的に保証

するシステムである国際規格「ＩＳＯ／Ｉ

ＥＣ１７０２５」の認定を取得しました。これ

により､水道水質についてのより一層の安

心と信頼を提供できるようになりました。

　詳しくは同本部調整部技術指導課（多摩

水質試験室）�０４２・５２７・６７８１へ。

都立清瀬養護学校学校公開
　広く地域の皆さんに養護学校（知的障害）

の教育を理解していただくため、授業・施

設を公開します。

　▼日時　６月２７日（水）午前９時～正午
▼会場　同校（清瀬市松山３－１－９７）▼
内容　小～高各学部の授業公開など　※教
育相談を希望の方は当日申し込みを。

　詳しくは同校�４９４・０５１１へ。

都立立川ろう学校公開講座
◎ろう学校まるごと体験（初級手話）
　▼日時　７月２３日（月）～２７日（金）午
後２時～４時▼内容　ろう学校体験と手話
の入門

◎中級手話Ａ
　▼日時　７月２３日（月）～２７日（金）午
前１０時～正午▼内容　読み取りと手話表現
《共通事項》
　▼会場　都立立川ろう学校（ＪＲ国立駅
からバス７分）▼対象・定員　中学生以上
の方。各講座２０人（応募者多数の場合は抽

選）▼参加費　無料◆申し込みは６月２２日
（金）までに（必着）、往復はがきに講座

名・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年

齢・昼間の連絡先を記入の上、〒１９０－０００３、

立川市栄町１－１５－７、立川ろう学校、公

開講座係あて郵送を

　詳しくは同校�０４２・５２３・１３５９またはフ

ァクス０４２・５２３・６４２１へ。

薬湯の日“モモの葉湯”
　▼日程　７月１日（日）▼時間・会場　
第二喜多の湯（幸町１－５－１０）が午後３

時～１１時、源の湯（東本町７－６）が午後

３時半～１１時　※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
「ちょっぴり疲れた心を癒やす、ちょっぴ
りＪａｚｚｙなクラシック－クラシックや
映画音楽・ポピュラー音楽の名曲を、初夏
の風にのせて」
　▼日時　６月２３日（土）午後２時～３時
▼会場　市役所１階屋内ひろば　▼出演　
オーボエ・イングリッシュホルン＝ＭＩＮ

ＡＭＩ（下羽みなみ）、ピアノ＝ＭＩＫＩ

（片山未来）の各氏▼曲目
　モーツァルト「オーボエ

協奏曲」より第一楽章、ア

メージング・グレース、グ

リーンスリーブス、バッハ

「アリオーソ」、　ニーノ・

ロータ「ロミオとジュリエ

ット」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。

社会福祉協議会会員増強運動展開中
　社会福祉協議会は、市民の皆さんが住み

アダルトサイトなどの不当請求
Ｑ．パソコンのアダルトサイトの「１８歳
以上ですか？」で「はい」をクリックし

たら、「登録されました。２日以内に４万

８，０００円を振り込んでください」という請

求画面が現れてしまいました。規約を見

ると、クリックすることで登録がされ、

契約成立になると書いてあります。契約

するつもりはなかったのですが、登録料

を支払わなければならないのでしょうか。

Ａ．パソコンや携帯電話によるアダルト
サイトの不当請求は１６年度をピークに減

少傾向にあるものの、その手口は悪質巧

妙化しています。

　契約は当事者間の申し込みと承諾があ

って成立するものですが、契約内容につ

いては両者が正しく理解している必要が

あります。

　このケースでは、相談者は「１８歳以上」

をクリックすると登録がされ、４万８，０００

円の登録料が掛かるということが最初の

段階で分かっていませんでした。このサ

イトのように登録料を請求されて初めて

分かるような仕組みでは、消費者に分か

りやすい表示になっているとはいえませ

ん。

　インターネットに関する法規制では、

間違ってクリックすることを想定し、申

し込み内容の確認画面を設けて訂正でき

るようにすることなどが、業者に義務付

けられています。きちんとした手続きが

なされていない中で、今回のように申し

込みの意志のない消費者が誤ってクリッ

クしたとすれば、契約は無効と考えられ

ます。

　このように、申し込み画面とはいえな

い表示をクリックするだけで料金を請求

されるものは、ワンクリック詐欺とも言

われています。

　また、ＩＰアドレスや個人認証ＩＤ、

個体識別番号などを画面に表示し、「個人

情報を把握した」「裁判に訴える」などと

言ってくる場合がありますが、これらか

ら個人が特定され、個人情報が知られる

ことはありません。

　「連絡するように」「退会手続きをする

ように」という指示に従って連絡をして

しまうと、こちらから相手に自分の情報

を知らせることになってしまいます。そ

の結果、電話番号を変えるなどの検討が

必要になったり、住所を知られたことに

よって、悪徳業者が裁判所の支払い督促

という手段を悪用してくることもありま

す。万が一、裁判所らしき所から書面が

届いた場合は、連絡をする前に、本物か

どうかの確認も含め、すぐに消費者セン

ターに相談してください。

　このような不当請求に関しては、こち

らから連絡をしないことが重要です。

《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

慣れた家や街で安心して心豊かな地域生活

が送れるよう、福祉事業を展開し地域福祉

の推進に努めています。

　今年も多くの皆さんに協議会の趣旨や事

業にご賛同いただき、会員になっていただ

けるよう、５月１５日～７月１５日を会員増強

運動期間としています。一人ひとりの参加

から「福祉のまちづくり」が始まります。

ご理解とご協力をお願いします。

　▼会員種別と会費額　正会員５００円▽賛
助会員１，０００円以上▽団体会員１，０００円以上

▽特別会員５，０００円以上

　詳しくは同協議会�４７１･０２９４へ。

社協無料法律相談
～７月の相談日は８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　市内在住で、①＝６５歳以上の方
②＝知的・精神に障がいのある方③＝①②

の親族や関係者など▼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。先着
４件▼会場　中央町地区センター◆申し込
みは６月１５日（金）午前８時半から電話で

同協議会地域福祉係�４７９・６２９４へ

　詳しくは同係へ。

19年度東京都介護支援専門員実務
研修受講試験を実施
　▼受験要項の配布期間・場所　７月２０日
（金）まで、介護福祉課（市役所１階）、健

康課（わくわく健康プラザ内）、上の原・ひ

ばりが丘・滝山の各連絡所、都庁本庁舎　

※郵送を希望する方は、２４０円切手を張った

ガ イ ド

▲MIKI氏

▲MINAMI氏

「角２サイズ」の返信用封筒を同封の上、

〒１６２－０８２３、新宿区神楽河岸１－１、セ

ントラルプラザ１４階、東京都高齢者研究・

福祉振興財団あて郵送を。▼試験日　１０月
２８日（日）◆申し込みは６月２０日（水）～

７月２０日（金）に（消印有効）、必要書類等

を同財団あて郵送を

　詳しくは同財団�０３・５２０６・８７３５または

市介護福祉課介護サービス係（内線２５５７）

へ。




