
人口と世帯　人口１１４，４２９人（男５６，８７１人　女５７，５５８人）　世帯数４８，６９２＜平成１８年１２月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１，６０８人＜平成１８年１２月１日現在＞

○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）
　▽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　▼東久留米サービスステーション   �４７１・５１８４

▼田無警察署    　　　  　�４６７・０１１０　

（

【【 主な 問 い 合 わ せ 先主な 問 い 合 わ せ 先 】 】

）

表１　燃やせるごみ・燃やせないごみの収集、資源物の回収日程
（年末最終日・年始開始日）　

容器包装プラチッ
ク・びん・かん・
ペットボトル

燃やせない 
ごみ地　域　名

紙　類
燃やせる 
ごみ・古布

年始年末年始年末年始年末年始年末

８日

（祝）

２５日

（月）

９日

（火）

２６日

（火）

前 沢

５日

（金）

２９日

（金）

４日

（木）

２８日

（木）

滝 山
南 町

９日

（火）

２６日

（火）

１０日

（水）

２７日

（水）

弥 生
下里二・三丁目
下里一・四～七丁目

１０日

（水）

２７日

（水）

４日

（木）

２８日

（木）

八 幡 町
柳 窪

１０日

（水）

２７日

（水）

４日

（木）

２８日

（木）

野 火 止
小 山
幸 町
本 町 二 丁 目
本町一・三・四丁目

１０日

（水）

２７日

（水）

５日

（金）

２９日

（金）

氷 川 台

４日

（木）

２８日

（木）

５日

（金）

２９日

（金）

金 山 町
上 の 原
神 宝 町
大 門 町
新 川 町
東 本 町
浅 間 町

１１日

（木）

２８日

（木）
５日

（金）

２９日

（金）
５日

（金）

２９日

（金）

８日

（祝）

２５日

（月）

学 園 町
南 沢
ひばりが丘団地
中 央 町１０日（水）２７日（水）

収　集　日申し込み日

１２月２９日（金）までに収集します１２月２２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２５日（月）～２９日（金）

年始開始日年末最終日

１月４日（木）から１２月２８日（木）まで

は４日（木）の紙類収集がありませんので、ご注意ください。

表３　し尿のくみ取り日程

表２　粗大ごみの収集日程

市役所の窓口・施設の年末年始業務日程は７面に

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】

　・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１７日・２３日・２４日・３１日、１９年１月１日・７日・８日

　・石橋クリニック（東本町８－９、�４７７・５５６６）

　　＝１２月３０日、１９年１月３日

　・いくせ医院（新川町１－４－１８、�４７１・２３０４）

　　＝１９年１月２日

　【歯科】

　・わくわく健康プラザ内休日歯科診療所（滝山４－３－１４、　�４７４・５１５２）

　　＝１２月１７日・２３日・２４日・２９～３１日、１９年１月１日～３日・７日･８日

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）
　・滝山病院（滝山４－１－１８、�４７３・３３１１）

　　＝１２月１７日・２４日・３０日、１９年１月１日・３日・８日

　・前田病院（中央町５－１３－３４、�４７３・２１３３）

　　＝１２月２３日・２９日・３１日、１９年１月２日・７日

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、１２月２９
日（金）と１月２日（火）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－医療・保健とごみの収集年末年始特集－医療・保健とごみの収集

年末は２９日（金）まで・年始は４日（木）から
　一部の地域で、紙類の収集日が通常収集日と異なりますので、ご注意ください。ま

た、１９年１月８日（祝）は通常通り収集業務を行います。

　▼燃やせるごみ・燃やせないごみの収集・資源物の回収…表１の通り

　▼粗大ごみの収集…表２の通り

　▼し尿のくみ取り…表３の通り

　※木曜日に紙類を収集している地域の方は、１９年１月１１日（木）以降の収集日に

出してください。

　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。

ごみ収集年末年始カレンダー

○が収集日です

18.  12.  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

日土金木水火月

３１３０２９２８２７２６２５

７６５４３２１

１４１３１２１１１０９８

公立昭和病院
　１２月２９日（金）～１９年１月３日（水）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へ問い合わせください。

多摩小平保健所
　１２月２９日（金）～１９年１月３日（水）は休業します。

　詳しくは同保健所�４５０・３１１１へ。

昭和病院・保健所昭和病院・保健所 　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。

� � � � �

� �

� � � � �



18.  12.  15

　詳しくはわくわく健康プラザ内、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５月８日～３１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

冬休み映画会
　▼日時　１２月２７日（水）午後２時半から
と午後３時半から▼
会場　南部地域セ
ンター２階講習室▼
プログラム　「はつ
かネズミのオンボ

ロ自動車」（カラー

１０分）「笠地蔵」（カ

ラー１５分）▼入場料　無料　※駐車場はあ
りません。

　詳しくはひばりが丘図書館�４６３・３９９６

へ。

みんなでやってみよう！
冬休み特別おはなし会
　図書館の視聴覚ホールで大型絵本や人形

劇を楽しんでみませんか。出演は、おはな

しグループ・スマイルズの皆さんです。一

緒にお話に参加したり、体を動かしたりす

る楽しい会です。

　▼日時　１２月２７日（水）午前１０時半～
１１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　
　詳しくは同図書館�４７５・４６４６へ。

おはなし会
　▼日時　１９年１月６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

　詳しくは同図書館�４７５・４６４６へ。

　☆折り紙教室＝１９日（火）午後２時半～
４時。小学生。指導は本多秀子氏。

　☆オセロ大会＝２０日（水）午後３時１５
分から（試合開始前に申し込みをしてくだ

さい）。トーナメント戦。小学生。

　☆おはなしの会＝２２日（金）午後３時か
ら。絵本の読み聞かせ。小学生。

　☆大掃除＝２７日（水）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。

　☆おはなしの日＝１２月１９日（火）午前
１１時からが幼児。絵本、紙芝居、手遊び、

など。午後４時からが小学生。素話、絵本、

パネルシアター、手遊び、など。

　☆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。

　☆カルタ作り＝２６日（火）、２７日（水）
いずれの日も、午前１０時から。１月７日

（日）のカルタ大会に使う巨大カルタを作ろ

う。小学生。

　☆クリスマスコンサート＝２３日（祝）午
前１０時半～１１時。聖歌隊によるハンドベ

ル演奏「クリスマスメドレー」。幼児～高校

生。

　☆クリスマス会＝２３日（祝）午後２時半
～４時。ダンス、歌の発表、ビンゴ大会な

ど。小学生９０人。　※参加整理券配布中。

参加整理券のない人は児童館に入れません。

２３日（祝）はクリスマスコンサート、クリ

スマス会のため、遊びで使用することはで

きません。

年　　　　始年　　　　末
日 　 程

施 　　設　　 名
４日

（木）
３日
（水）

２日
（火）

１日
（祝）

３１日
（日）

３０日
（土）

２９日
（金）

２８日
（木）

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時までの利用となります
★自動発行機での証明…１２月２９日（金）～１月３日（水）は利用できません。１２月２８日（木）と１月４日（木）は、市民プラザ設
置の発行機は午後５時半まで（東久留米駅東口設置の発行機は通常通り）利用できます
★住民票の電話予約サービス…１２月２８日（木）の午後５時までと１月４日（木）から受け付け。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（金）～１月３日（水）は市役所１階時間外受付窓口で受け付けます
★わくわく健康プラザ集会室・体育室貸し出し抽選会…１月５日（金）午前８時４５分から
★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（木）～１月４日（木）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（木）まで、年始は１月４日（木）から受け付けます
★中央公民館の学習室・ホール等貸し出し抽選会…１月５日（金）午前９時から
（※１）わくわく健康プラザ内の休日診療は８ページの通りです。
（※２）スポーツセンターは年末年始も開館しています。
（※３）１２月２８日（木）は館内整理日のため５児童館とも休館となります。

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。

 

　☆クリスマスおたの
しみ会＝１２月１６日（土）
午後２時～３時半。ハン

ドベル、合奏、ダンスな

ど。小学生～大人２００人。

西部地域センター３階

ホール。　※参加整理券

配布中。

　☆おはなし会＝２１日（木）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。

　☆大掃除＝２７日（水）午後３時から。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。

　　

　☆クリスマス会＝１２月１６日（土）午後
２時から。歌、ダンス、劇、合奏、など。

小学生８０人。　※参加整理券配布中。

　☆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、など。小学生。

　☆囲碁の日＝２０日（水）午後３時半から。
囲碁に挑戦してみよう。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（男・女別）。小学生。

　☆アトリエくぬぎ＝２０日（水）、２１日
（木）いずれも午後２時半から。お正月飾り

を作ろう。小学生各１０人。申し込み受け付

け中。

　☆大掃除＝２７日（水）午後２時から。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。

　

　☆クリスマス会＝１２月１６日（土）午後
１時半から。子どもたちによる、劇、音楽、

ダンス、など。１５年３月以前に生まれた幼

児～中学生２００人（幼児は要保護者同伴）。　

※内容は幼児向けではありません。参加整

理券配布中。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。

（　　　　　　　　）く　ぬ　ぎ 前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

　中　央 （　　　　　　　　　　）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１

○臨時休館日
　１５日（金）午後、１６日（土）午前はクリ

スマス会準備のため休館になります。

　☆工作の日＝１８日（月）、１９日（火）い
ずれも午後１時半から。お正月飾り作り。

小学生。

　☆将棋大会＝２０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。

　☆トランポリンの日＝２１日（木）午後２
時から。小・中学生。跳びやすい服装で。

　☆クッキーパーティー＝２５日（月）午後
１時半から。クリスマスクッキーを作って

みんなで食べます。小・中学生先着７０人。

　※当日申し込みをしてください。

　☆交通安全・防犯の日＝２６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。

　☆大掃除＝２７日（水）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。

　

　☆クリスマス会＝１２月１６日（土）午後
１時半～３時半。けやき座の人形劇「こぎ

つねコンとこだぬきポン」、子どもたちの出

し物「ダンス、ハンドベルなど」。４歳児～

中学生２００人。　※幼児向けではありません。

○臨時休館日
　１５日（金）午後、１６日（土）午前はクリ

スマス会準備のため休館になります

　☆おてだまの日＝１８日（月）午後２時半
～４時。小学生。指導は岡野ウメ子氏ほか。

　☆おはなしの日＝１９日（火）午前１１時
から。絵本の読み聞かせ、手遊び、など。

２・３歳児。

（　　　　　　　　　　）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

市役所の窓口・施設の年末年始業務日程

（　　　　　　　　）　滝　山 滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

新春の初ウオーク
「東久留米七福神めぐり」
　市内に点在する七福神を巡る、

お正月にふさわしいウオーク・イ

ベントです。黒目川・落合川の清流を中心に豊かな

自然が残るコースを気持ち良く歩いてみませんか。

同時にコース内においてクイズラリーを行い、クイ

ズ正解者の中から抽選により景品をプレゼントしま

す。ゴールの市役所１階屋外ひろばでは市内特産物

の即売会も開催します。多数のご参加をお待ちして

います。

　主催は西武鉄道株式会社、後援は東久留米市、東

久留米市地域産業振興委員会

　▼開催日　１９年１月６日（土）▼受付会場・時間
　東久留米駅橋上改札口で午前１０時～１１時半▼参
加費　無料（参加記念品あり）
　詳しくは西武鉄道運輸部営業課�０４・２９２６・２２２２

または市産業振興課�４７０・７７４３へ。

（ ■ はお休みです）
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薬湯の日“ゆず湯”�
　▼期日・時間・会場　１２月２２日（金）、
源の湯（東本町７－６）が午後３時半～１１

時、第二喜多の湯（幸町１－５－１０）が午

後３時～１１時半▼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。

水道管にも冬支度を
　冬の季節、気温が低下すると、屋外の露

出している水道管は、中の水が凍結して断

水したり、管が破損することがあります。

水道管にも防寒対策を行ってください。

　【ご家庭でできる防寒対策】

水道管が直接外気に触れないよう、保温材

を巻き付け、その上からひもで縛って固定

し、保温材がぬれないようにビニールテー

プなどで下からすき間なく重ねて巻きます。

　※保温材は市販されているもののほかに、

毛布、発泡スチロールなどご家庭にあるも

のでも代用できます。

　詳しくは水道課�４７１・５１８６へ。

国民年金の相談
　▼日時　１２月２６日（火）午前１０時～午
後４時▼会場　保険年金課（市役所１階）
▼内容　武蔵野社会保険事務所の臨時窓口
◆当日直接会場へ

　詳しくは同課国保年金資格係�４７０・

７７３３へ。

師　社団法人栄養改善普及会理事の在塚茂
登子氏▼定員　先着３０人▼参加費　３００円
▼持ち物　エプロン、ふきん、台ふきん、
三角きん、筆記用具▼協賛会社　社団法人
日本酪農乳業協会　※保育あり（２歳～未就

学児。定員１０人。要事前申し込み）。◆申

し込みは１２月１５日（金）午前９時から電

話で生活文化課へ

　詳しくは同課�４７０・７７３８へ。

男女平等推進センター　フィフティ２
市民企画講座
わが子に「性と生をどう語る？」
　思春期を迎えた子どもたちの行動に心配

と不安を抱えるお母さん、お父さん、また、

正しい知識で対等な人間関係と豊かな友情

を育みたい学生の方もどうぞ。企画・運営

は新日本婦人の会東久留米支部。

　▼日時　１９年１月１３日（土）午後２時～
４時▼会場　男女平等推進センター会議室
▼定員　２４人▼参加費　無料▼講師　“人
間と性”教育研究所所長の高柳美知子氏　

※２歳～未就学児の保育あり。１９年１月５

日（金）までに要予約。◆申し込みは氏名・

住所・電話番号（ファクス番号）、保育が必

要な方はお子さんの名前・年齢を記入の上、

ファクス４７２・００５３、電子メールまたは電

で同センターへ（火曜休館）。

　

　詳しくは同センター�４７２・００６１へ。

シルバー人材センター
パソコン講習会
　市内在住で、就職を希望する６０歳代前半

の方を対象に講習会を開催します。

　▼日程　１９年１月２２日（月）～３１日（水）
の平日、いずれも午後１時～４時半の間の

１時間半▼会場　武蔵野情報学園（東本町
１－１５）▼定員　２０人（希望者多数の場合
は抽選）▼受講料　無料（ただし、日商パ
ソコン検定３級の受験料５,０００円は受講者負

担）◆申し込みは１月２２日（金）までに電

子メールで住所・氏名・電話番号・年齢・

パソコン歴（年数）を記入の上、送信して

ください。時間・場所等の詳細は、受講決

定者のみにメールでお知らせします。

　詳しくは同センター�４７５・０７３８へ。

多摩六都科学館　工作教室
～匠たちとつくる竹とんぼ
　▼日時　１９年１月６日（土）・７日（日）
いずれも午後１時～３時半▼会場　同館科
学学習室など▼対象　小学３年生以上▼定
員　各回２４人▼講師　東久留米竹とんぼ協
会のメンバー▼費用　２００円（材料費）。他
に展示室券が必要です◆申し込みは１２月

２５日（月）までに（必着）、はがきに開催

日・教室名・住所・氏名・年齢（学年）・電

話番号を記入の上、〒１８８－００１４、西東京

市芝久保町５－１０－６４、多摩六都科学館あ

て郵送を

　詳しくは同館�４６９・６１００へ。

市民プラザロビーコンサート　
　フルート・バイオリン・ピアノのトリオ

によるクリスマスコンサートをお楽しみく

ださい。

　▼日時　１２月２３日（祝）午後２時～３時
▼会場　市役所１階屋内ひろば▼出演　本
田玲子（フルート）、大歳絢子（バイオリン）、

中川友美（ピアノ）の各氏▼曲目　愛の挨
拶（エルガー）、蝶々、カノン（パッフェル

市民公開講座
脳卒中の治療・リハビリテーションと予防
　あなたの大切な人が倒れたら､どんなこ
とが必要か知っていますか。　脳卒中の最

新情報を専門医がお伝えします｡

　▼日時　１９年１月１３日（土）午後２時～
４時半▼会場　中央公民館▼講師　杏林大
学医学部教授の塩川芳昭氏､同教授の岡島

康友氏、東京都リハビリテーション協議会

部会長の山口明氏､その他地域の医療機関

の医師等▼参加費　無料◆当日直接会場へ
　※車での来場はご遠慮ください。

　詳しくは介護福祉課介護サービス係�

４７０・７７５０へ。

消費者講座
あなたの料理に生かしてみよう
　３－Ａ－Ｄａｙ（スリー・ア・ディ）
　３－Ａ－Ｄａｙとは牛乳・ヨーグルト・

チーズをどれでも一日３回､または３品（組

み合わせは自由）を取りましょう、という

食生活改善運動のことです。

　これらの乳製品は、人の身体に必要な栄

養素のほとんどをバランスよく含み、エネ

ルギーも少なく、食生活の改善をサポート

してくれる優れものです。

　今回はこの３－Ａ－Ｄａｙを生かした料

理を学びます。

　メニューはゆで卵のグラタン、ひじきの

ごまサラダ、豆腐の和風チーズケーキ、ピー

ナツミルク、ほかです。

　▼日時　１９年１月１０日（水）午前１０時
～午後２時▼会場　中央公民館料理室▼講

市民ハイキング
飯能の古刹（こさつ）と天覧山・多峯主山
～市山岳連盟主催
　▼日時　１９年１月１４日（日）午前８時
５０分集合。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▼行き先　飯能駅から武
蔵野二十四番札所観音寺・能仁寺・吾妻

峡・八耳堂ほか▼歩行時間等　約３時間、
約１１㎞ ▼対象　中学生以上▼参加費　５００
円（保険料含む）。交通費約６６０円は実費▼
持ち物　弁当、飲み物、雨具、帽子、手袋
ほか。歩きやすい靴で

　申し込みと詳しくは１２月２５日（月）ま

でに花房�４７１・１００５（正午～午後２時）

へ。

スポーツセンター　スタジオレッスン
１月～３月の新プログラム
　▼プログラム　月曜日＝シェイプステッ
プⅠ・初めてヒップホップ▽火曜日＝エア
ロビクスシェイプⅡ・身体ほぐしゆったり

ストレッチ・ジャズダンス▽水曜日＝エア
ロビクスシェイプⅠ・健康体操アルファビ

クス・エアロビクスビギナー▽木曜日＝初
めてヒップホップ・ラテンエアロ・ヨガ▽
土曜日＝らくらくエアロビクス・エアロビ
クスシェイプⅠ▽日曜日＝バランスボール
ダイエット　※この他にもたくさんのプロ

グラムを用意しています。▼参加費用　
レッスン登録証（１２回２,６２５円）と施設使用

料（１回３００円）。レッスン後はトレーニン

グルームが利用できます。多くのレッスン

に参加の方には登録証（１２回か６回１,５７５円）

の買い足しができます◆申し込みは１２月

１５日（金）午前９時からスポーツセンター

１階で

　詳しくは同センター�４７０・７９００へ。

ベル）、フロスティ・ザ・スノーマンほか▼
入場料　無料◆当日直接会場へ
　詳しくは市民プラザ�４７０・７８１３へ。

ＴＡＭＡ２１交響楽団　
２ ０ ０ ６こだいら合唱団　演奏会
　多摩北部都市広域行政圏協議会（東久留

米市・小平市・東村山市・清瀬市・西東京

市で構成）では、文化・スポーツ事業を多

摩六都フェアとして広域的に実施していま

す。その一環として、ＴＡＭＡ２１交響楽団

と圏域５市の市民で結成された２００６こだい

ら合唱団による公演を行います。オーケス

トラと合唱団の美しいハーモニーをお楽し

みください。

　▼日時　１９年１月２１日（日）午後３時開
演（２時半開場）▼会場　ルネこだいら大
ホール（西武新宿線小平駅南口から徒歩３

分）▼プログラム　第１部＝メンデルスゾー
ン「真夏の夜の夢」より序曲ほか▽第２部

＝ヘンデル「メサイア」より抜粋▼出演者
　指揮は前田淳氏、管弦楽はＴＡＭＡ２１交

響楽団、合唱は２００６こだいら合唱団、独唱

は五十嵐郁子（ソプラノ）、下村雅人（テナー）

の各氏　▼料金　全席自由１，５００円。前売り
はルネこだいらチケットカウンター�０４２・

３４６・９０００へ▼主催　多摩北部都市広域行
政圏協議会、財団法人小平市文化振興財

団　※やむを得ない事情により、演奏曲目

等に変更のある場合がありますのであらか

じめご了承ください。会場にはお客様用駐

車場がありませんので、車での来場はご

遠慮ください。未就学児の入場はご遠慮く

ださい。

　詳しくは同財団�０４２・３４５・５１１１へ。

　

シニアワークプログラム
植木剪（せん）定技能講習受講者募集
　近隣７市（東久留米･武蔵野・三鷹･小

金井･小平・清瀬・西東京の各市）のシルバー

人材センター共同で植木剪定技能講習会を

開催します。

　▼対象　市内在住で６０歳代前半層の雇用
就業を希望する方▼定員　４人（応募者多数
の場合は抽選）▼日程　２月５日～１６日の
平日９日間▼会場　小平市立東部公園（小平
市花小金井６－１３－１）▼受講料　無料▼
持ち物　剪定用具一式（詳細は決定後に連
絡）◆申し込みは１２月２２日（金）までに

（必着）、往復ハガキに「植木剪定技能講習

希望」・住所・氏名・年齢・電話番号を書い

て、〒２０３－００５２、幸町３－８－２３、東久留

米市シルバー人材センターあて郵送を。

　詳しくは同センター�４７５・０７３８へ。

届け出を忘れずに
　いずれも１９年１月１５日（月）までに届
け出をしてください。

①医師・歯科医師・薬剤師・保健師・
助産師・看護師・准看護師・歯科衛生
士および歯科技工士の届け出
　都内の保健所で届出用紙を配布。最寄り

の保健所に届け出をしてください。

　詳しくは都保健福祉局医療人材課�０３・

５３２０・４４３４、薬剤師については同局薬務課

�０３・５３２０・４５０３へ。

②調理師業務従事者届
　都内在勤の調理師免許取得者は、都内の

保健所またはホームページから届出用紙を

受け取り、届け出をしてください。

　

　

　詳しくは都福祉保健局健康安全課�０３・

５３２０・４３５８または同局ホームページで。

ガ イ ド

◆都福祉保健局ホームページアドレス
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp

「Ｑ＆Ａ消費生活の正しい知識」は休載します。

◆シルバー人材センターメールアドレス
silver@sjc.ne.jp

◆男女平等推進センターメールアドレス
fifty2@higashikurume-city.jp


