
〈今月の月間・週間案内〉　　地球温暖化防止月間　歳末たすけあい運動（１日～２５日）　人権週間（５日～１１日）　大雪（７日）　障害者の日（９日） 冬至（２２日）

４カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　▼日時　１２月１４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４５分～３時半受け付

け▼会場　わくわく健康プラザ▼対象　１８
年８月１日～２１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または予防係へ。

３歳児健康診査
　▼日時　１２月７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　１５年１１月１日～２４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。

２歳児歯科健診
　▼日時　１２月１３日（水）午前９時１５分～
午前１０時半受け付け▼
会場　わくわく健康プ
ラザ▼内容　歯科健診、
ブラッシングなど▼対
象　１６年１１月生まれの
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１２日（火）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１２月１日（金）から電話で保健サービ

ス係へ

食事相談
　▼日時　１２月１５日（金）午前９時～正午
▼会場　わくわく健康プラザ▼内容　乳幼
児～高齢者の食事･栄養などの相談◆申し

込みは１２月１日（金）から電話で保健サー

ビス係へ

�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

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

○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 】 】

）

　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。

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３日＝たかはしクリニック（本町２－３－４、�４７９・１８００）
　１２月１０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】
　１２月３日･１０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３日＝滝山病院（滝山４－１－１８、�４７３・３３１１）
　１２月１０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（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）

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。

らくらく離乳食
　▼日時　１２月１５日
（金）午後１時半～３

時半▼会場　中央公
民館▼対象　生後６
カ月～１２カ月児の保

護者▼定員　２０人。
保育あり▼持ち物　
エプロン、三角きん、ふきん２枚、台ふき、

筆記用具のほか着替えなど保育に必要なも

の◆申し込みは１２月１日（金）から電話で

保健サービス係へ

親子でＬｅｔ’ｓクッキング
　▼日時・会場　１２月１９日（火）が東部地
域センター、２０日（水）がわくわく健康プ

ラザ、いずれも午後１時～３時半▼内容　親
子で一緒に料理します▼対象　３～５歳児と
その保護者▼定員　２０人。保育あり▼持ち
物　エプロン（親子）、三角きん、ふきん２
枚、台ふき、筆記用具◆申し込みは１２月１

日（金）から電話で保健サービス係へ

栄養改善推進事業
さわやか健康料理講座
　テーマは「旬の野菜を使ったクリスマス料

理」。献立は、リングライスグラタン、チキ

ングリル、パンプキンテリーヌ、リースサラ

ダ、その他。食材の都合により多少のメ

ニュー変更の場合もあります。

　▼日時・会場　１２月８日（金）がわくわ
く健康プラザ、１４日（木）が中央公民館、

いずれも午前９時４５分～午後１時▼定員　
２４人▼費用　５００円程度　▼持ち物　エプ
ロン・三角きん・ふきん２枚・台ふき１枚・

筆記用具◆申し込みは１２月１日（金）から

電話で保健サービス係へ

献血にご協力を　
　この時期は輸血用血液が不足しがちです。

ぜひ、ご協力をお願いします。なお、本人確

認を実施していますので、運転免許証等、本

人確認ができる物をご持参ください。　

　▼日時　１２月１２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◆当日直接会場へ

　詳しくは予防係へ。

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。

 

　☆幼児のつどい＝１２月７日（木）午前１０
時半～１１時半。２～４歳児合同クリスマス

会。幼児。

　☆折り紙教室＝７日（木）午後３時～４
時半。幼児～小学生。指導は大泉光子氏。

　☆おはなし会＝７日、１４日、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。

　☆将棋大会＝９日（土）午前１０時～１１
時５０分。小・中学生。指導は中井孝雄氏。

　☆オセロ大会＝１３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。

　☆クリスマスおたのしみ会＝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。　※１２月

４日（月）午後３時から整理券を配布します。

　☆幼児のクリスマス交流会＝１４日（木）
午前１０時～１１時４５分。幼児サークルが集

まっての交流会。幼児。

　☆クリスマス工作＝２０日（水）午後３時
～４時４５分。クリスマスケーキ型ボックス。

小学生１６人。講師は本多和美氏。　※１２月

（　　　　　　　　）　滝　山 滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

６日（水）午後３時から申し込み受け付け。

　

 

　☆すこやかタイム＝４日、１１日、いずれ
も月曜日、午前１０時半～１１時半。からだ

を動かしてあそぼう「体操、紙芝居、手あ

そび、など」。３歳児。

　☆おはなしの日＝５日、１２日、いずれも
火曜日、午後４時から。素話、絵本の読み

聞かせ、手遊びなど。小学生。

　☆囲碁の日＝６日、１３日、いずれも水曜
日、午後３時半から。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＝７日がクリスマス会に
向けて、１４日がクリスマス会。いずれも木

曜日、午前１０時半～１１時半。幼児。

　☆ダンス教室（２回目）＝６日（水）午後
３時半から。レッツダンス「楽しく踊りま

しょう」。講師は池上愛氏、島津ちひろ氏。　

　※１１月２９日（水）の続きです。

　☆お母さんのための講習会＝１２日（火）
午前１０時～１１時半。クリスマスアレンジ

「フリザーブドフラワー」。２０人。参加費５００

円（材料代）。講師は本多和美氏。

　☆クリスマス会＝１６日（土）午後２時～
４時。歌、ダンス、劇、合奏など。小学生

８０人。　※１２月４日（月）午後３時から参

加券を配布します。

（　　　　　　　　）く　ぬ　ぎ 前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

　　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、

（月曜日の場合は前週の金曜日）、

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

18.  12.  1



18.  12.  1

（　　　　　　　　　　）　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

ニテニス、ソフトバレーボール、ユニカー

ル、ラージボール卓球、スカットボール▼
費用　１００円（何種目でも可）▼持ち物　上
履き◆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。

多摩子ども体験塾
～市体育協会主催
　次世代の主役となる小・中学生にさまざ

まな体験や交流をしていただくためにス

ポーツ体験塾を開催します。

《共通事項》
　▼申し込み先　〒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あて

○クライミング体験塾
　世界の大会で素晴らしい活躍をしている

トップクライマーの平山ユージ氏を迎え、

超一流の模範クライミングとレッスンを行

います。

　▼日時　１９年１月６日（土）午前１０時～
午後４時▼会場　スポーツセンター第１体
育室▼対象　市内在住・在学の小・中学生
▼参加費　無料▼服装等　運動のできる服
装・上履き・タオル◆申し込みは１２月２０

日（水）までに（消印有効）、はがきに教室

名・住所・氏名・電話番号・学校名・学年

を記入して郵送を

○雪国体験教室
　雪国で星空の観察やそり遊び、スキーな

どの楽しい体験をしましょう。

　▼日程　１９年１月１２日（金）午後７時市
役所前出発～１４日（日）午後７時市役所前

帰着予定（１．５泊）▼場所　長野県蓼科牧場
周辺▼対象・定員　市内在住・在学の小学
４年生～中学生２５人（応募者多数の場合は

抽選）▼参加費　小学生１万５，０００円、中学
生１万９，０００円（リフト代、貸しスキー板・

靴・ストック・ウエア類、食事５食分、傷

害保険料込み）◆申し込みは１２月２０日（水）

までに（消印有効）、往復はがきに教室名・

住所・氏名・電話番号・学校名・学年（返

信用にも住所・氏名）を記入して郵送を

　詳しくは同協会事務局�４７０・２７２２へ。

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

科学の本のよみきかせ
「つちといのち」
　▼日時　１２月９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。

ひばりが丘図書館クリスマス会
　▼日時　１２月１５日（金）午前１１時からと
午後４時から▼会場　南部地域センター２
階講習室▼プログラム　「こねこのねる」
（ペープサート）、「ぴちこちゃんのけっこん」

（人形劇）ほか▼入場料　無料
　詳しくはひばりが丘図書館�４６３・３９９６

へ。

１ ２月と年末年始の図書館休館日
　中央・滝山・ひばりが丘・東部図書館と

も４日（月）・１１日（月）・１８日（月）・１９

日（火）・２５日（月）・２９日（金）～１９年

１月４日（木）です。

　詳しくは中央図書館�４７５・４６４６へ。

普通救命講習
　▼日時　１２月１７日（日）午前９時～正午
▼会場　西部地域センター▼内容　現場の
救急隊による応急手当ての指導▼定員　先
着３０人▼費用　１００円（テキスト代）◆当
日直接会場へ

　詳しくは消防本部警防課救急福祉係�

４７１・０１１９へ。

シルバー人材センター
パソコン教室１月期受講者募集
　詳細は東部・西部・南部の各地域センター

等でチラシをご覧ください。

　◆申し込みは１２月２０日（水）までに（必

着）、往復はがきに希望月・コース名・住

所・氏名・電話番号を書いて、〒２０３－００５２、

幸町３－８－２３、社団法人東久留米市シル

バー人材センターあて郵送を。毎月開催し

ています

　詳しくは同センター�４７５・０７３８へ。

スポーツ体験講習
○水泳
～市水泳連盟
　▼日時　１２月９日（土）午前９時半～１１
時▼会場　スポーツセンター▼定員　先着
４０人

○硬式テニス
～市テニス連盟
　▼日時　１２月１６日（土）午前９時半～
１１時半▼会場　小山テニスコート▼定員　
先着３０人程度

《共通事項》
　▼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。

ニュースポーツデー
～体育指導委員会　
　▼日時　１２月９日（土）午前１０時～午後
４時▼会場　スポーツセンター▼種目　ミ

　

　☆工作の日＝１２月１日（金）、２日（土）、
いずれも午後１時半から。クリスマスキャン

ドル作り。小学生。

　☆クリスマス会＝１６日（土）午後１時半
から。劇、音楽、ダンス等（予定）。１５年３

月までに生まれた幼児～中学生２００人。　※

内容は幼児向けではありません。クリスマ

ス会参加整理券を１２月２日（土）午前９時

から配布（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。

　☆おはなしの日＝６日（水）午前１１時か
ら。手遊び、絵本の読み聞かせ。幼児。

　☆幼児のつどい＝７日がクリスマス会準
備、１４日がクリスマス会。いずれも木曜日、

午前１０時半～１１時半。幼児。

○臨時休館日
　１２月５日（金）午後と１６日（土）午前は

クリスマス会準備のため休館になります。

　

　☆クリスマス会＝１２月１６日（土）午後
１時半～３時半。子ども

たちの出し物等。４歳児～

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。

１２月１日（金）午後３時から参加券を配布。

　☆お正月リース作り＝２６日（火）午後１
時半からと３時から。小学生。各１０人。指

導は本多和美氏。　※１２月４日（月）午後

３時から申し込み受け付け（本人か本人の

保護者が申し込みをしてください）。

　☆おはなしの日＝５日、１２日、いずれも
火曜日、午前１１時から。絵本の読み聞かせ、

手遊びなど。２・３歳児。

　☆クリスマス会準備会＝６日（水）、７日
（木）、いずれも午後３時半から。１６日（土）

のクリスマス会の出し物の練習をします。

小学生。

　☆幼児のつどい＝７日（木）午前１０時半
～１１時半。クリスマス会。幼児。

　☆おはなし会＝８日（金）午後３時から。
絵本の読み聞かせ。小学生。

○臨時休館日
　１２月１５日（金）午後は、クリスマス会リ

ハーサルのため休館になります。

　

　☆おはなしの日＝１２月５日（火）午前１１
時からが幼児。紙芝居、手遊び、パネルシ

アター。午後４時からが小学生。紙芝居。

　☆折り紙の日＝１３日（水）午後３時から。
クリスマス飾りを作ろう。小学生。

　☆ひばりクッキング＝１６日（土）午前１０
時からと午後２時から。ホットケーキを作ろ

う。小学生。午前・午後各先着１５人。　※

１２月９日（土）から申し込み受け付け

　☆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。　※１２月１３日（水）か

ら申し込み受け付け

　☆幼児のつどい＝７日（木）がクリスマ

スのつどいの練習（歌、合奏）。１４日（木）

がクリスマスのつどい。いずれも午前１０時

半～１１時４５分。１～４歳児。

５児童館合同
新春観劇会
　▼日時　１９年１月５日（金）午後１時半
開演（１時開場。上演時間６０分）▼会場　
中央公民館ホール▼内容　「みんなでわっ
しょいふるさとの四季」（太鼓演奏）▼出演
　民族歌舞団「荒馬座」▼対象　４歳以上
（保護者同伴）～中学生▼定員　５００人（各
館１００人）　※入場整理券（無料）は１２月

９日（土）午前９時から配布します

　詳しくは各児童館へ。

　なお、１９年１月５日（金）の各児童館は

平常通り開館します。

第１ ５回「にぎやかカーニバル」
テーマ　あつまれ　みんなの　笑顔
　「にぎやかカーニバル」は国連障害者年を

記念して１９９２年に開催して以来、今年で

１５回目を迎えます。この街で、障害のある

方もない方も、みんなが主人公になり一緒

に楽しむ集いです。参加団体の方の発表の

ほか、今年はＮＨＫ教育テレビなどにも出

演している打楽器奏者の山口とも氏をお招

きして、楽しいステージをお届けする予定

です。

　また、当日参加された皆さんに、ステー

ジに立っていただく場も用意していますの

で、ぜひお誘い合わせの上ご来場ください。

　▼日時　１２月１６日（土）午後１時半開演
（１時開場）▼会場　中央公民館ホール▼内
容　うた・ダンス・演奏・みんなで作る舞
台ほか▼出演　各福祉団体、打楽器奏者の
山口とも氏▼主催　障害児・者と共に楽し
む集い実行委員会

　詳しくは同委員会・下田（かるがも）�

４７７・６４９２へ。

みんなで行こう！　多摩六都科学館
　詳しくは同館�４６９・６１００へ。
　クリスマス特集としてさまざまなイベン

トを用意しました。

ご家族でお楽しみ

ください。

　催し物の参加に

は展示室券が必要

です。

○家族でチャレンジ！　クイズでたの
しいクリスマス
　クリスマスに家族でチャレンジできるク

イズイベント。ロクトのサンタから、すて

きなプレゼントをゲットしよう。

　▼日時　１２月２４日（日）午後２時半～
３時（午前９時半から受け付け）▼会場　
同館各展示室▼参加費　無料◆当日直接
会場へ

○ロウソクの科学
　「電気の父」ファラデーが１８０年前に科学

のクリスマスプレゼントとして始めた実

験講座をちょっとだけ体験してみましょ

う。

　▼日時　１２月２３日（祝）午後１時半～３
時半▼会場　同館科学学習室▼対象　小学
３年生以上▼定員　２４人▼費用　２００円（材
料費）◆申し込みは１２月１１日（月）まで

に（必着）、はがきにイベント名・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

○プラネタリウムクリスマスコンサート
　ハンドベルの生演奏と、星空の生解説の

二部構成でお楽しみください。演奏は明治

学院グリーハンドベルクワイアのメンバー

です。

　▼日時　１２月２３日（祝）午後３時５０分
から▼会場　同館サイエンスエッグ◆当日
直接会場へ（先着順）。展示室券のほかに観

覧券が必要です

　
人権週間市民のつどいを開催人権週間市民のつどいを開催

　▼日時　１２月９日（土）午後２時～４時▼会場　市民プ
ラザホール・市役所１階屋内ひろば▼内容　第一部＝小・
中学生の人権作文・標語・ポスターの入賞者表彰式、意見

発表会▽第二部＝生徒・学校からのメッセージ▼入場料　
無料◆当日直接会場へ

　詳しくは指導室�４７０・７７８１または総務部総務課庶務係

�４７０・７７１４へ。
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ガ イ ド薬湯の日“ショウガの湯”�
　▼期日・時間・会場　１２月３日（日）、　
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。

東久留米市ファミリー・サポート
・センター　サポート会員説明会
　▼日時　１２月１２日（火）午前１０時～正
午▼会場　わくわく健康プラザ▼持ち物　
会員証用として、縦２．５㎝×横２．０㎝の顔写

真１枚　※保育あり。１２月８日（金）まで

東久留米卸売市場
「得得市場」開設！
　ホームページ開設に伴

い、愛称を「得得市場」

に決定しました。

　●行って得する、得得市場

　●買って得する、得得市場

　●お得な情報、得得市場

をモットーに毎月第２土曜日を含む木曜～

土曜日の３日間を「市場感謝サービスデー」

として実施しています。

　市場には「新鮮」「うまい」「安い」というほ

かでは得られない素晴らしいものがありま

す。ぜひ、市場の魅力に触れてみてください。

　また、地域のお祭や学校等のイベントに

も市場をご利用ください。そしてこのお得

情報をこれからはホームページを通じて市

民の皆さんに発信していきます。楽しいイ

ベントやお買い得情報いっぱいの東久留米

卸売市場（得得市場）へどうぞご来場くだ

さい。

○市場感謝サービスデー
　▼開催日時　１２月７日（木）～９日（土）
午前９時～正午▼会場　同市場（下里６－
３－７）

　詳しくは同市場�４７１・２２３１へ。　

国・地方総合相談センターを開設
　税金、年金、登記など行政機関等の仕事

等に関連して、苦情、意見・要望や問い合

わせをお受けします。当日は、弁護士への

相談も受けられます。

　▼日時　１２月１４日（木）午前１０時～午
後３時▼会場　市役所１階屋内ひろば　
　詳しくは総務省東京行政評価事務所・行

政苦情１１０番�０５７０・０９０１１０へ。

新規開業・青色申告無料個別指導会
　新規に開業された方の記帳や青色申告の

各種特典について無料個別指導会を開催し

ます。ぜひご参加ください。なお、車での

来場はご遠慮ください。　

　▼日時　１２月１２日（火）午前１０時～午
後３時（都合の良い時間帯をご利用くださ

い）▼会場　西武信用金庫東久留米支店（本
町三丁目）▼主催　社団法人東村山青色申
告会

　詳しくは同会�０４２・３９４・４５２３へ。　
ご存じですか　検察審査会
～検察審査員に選ばれたらご協力を～
　交通事故や詐欺の被害に遭ったのに、検

察官がその事件を裁判にかけてくれない。

このような不服を持っている方のために

「検察審査会」があります。費用は無料で、

秘密は固く守られますので、気軽にご相談

ください。

　検察審査会では１１人の審査員がこの事件

の審査に当たります。審査員は、選挙権を

持っている皆さんの中から「くじ」で選ば

れます。審査員に選ばれたときは、国民の

代表としてご協力をお願いします。

　詳しくは八王子検察審査会事務局�

０４２・６４２・５１９５へ。

都民住宅（東京都施行型）入居者
を募集
　都民住宅の入居者を次の通り募集します。

都民住宅は都営住宅と異なり、中堅所得者

向けの賃貸住宅です。

　▼募集戸数　あき家（家族向けのみ）５３
戸▼募集案内の配布場所・配布期間　土曜・
日曜日を除く１２月１日（金）～１１日（月）

に市地域政策課（市役所５階）、都庁、都内

市区役所、町村役場、東京都住宅供給公社

募集センター、同公社各窓口センターで配

布。なお、公社募集センターおよび都庁で

は１２月２日（土）・３日（日）・９日（土）・

１０日（日）の午前９時半～午後５時も配布。

また配布期間中は公社のホームページから

も入手可◆申し込みは１２月１４日（木）ま

でに（必着）、所定の申込用紙に記入の上、

公社募集センターあて郵送を。　※今回の

募集期間以外で随時募集している「先着順

受付」もあります（公社募集センターで直

接受け付けます）。

　詳しくは東京都住宅供給公社募集セン

ター�０３・３４９８・８８９４、市地域政策課�

４７０・７７６４へ。

公立昭和病院職員募集
１９年４月１日以降採用予定
　▼職種・採用予定人員および応募資格　
①薬剤師＝１人程度、薬剤師免許を有する方
または平成１９年春の国家試験により免許取

得見込みの方で昭和５４年４月２日以降に生

まれた方②作業療法士＝１人程度、作業療法
士免許を有する方または平成１９年春の国家

試験により免許取得見込みの方で昭和５２年

４月２日以降に生まれた方③看護師（助産
師含む）＝１０人程度、看護師または助産師
免許を有し昭和４２年４月２日以降に生まれ

た方　▼試験・選考日　①・②が１９年１月
１３日（土）③が１９年２月３日（土）▼試
験（選考）案内・申込書等の配布　同病院
総務課人事係または同病院ホームページで

◆申し込み等は試験（選考）案内・申込書

を確認してください

　詳しくは同病院総務課人事係�４６１・

００５２（内線２２４８）へ。

東久留米福祉オンブズの会講演会
幸せな福祉のまちづくり
－各地の実践に学ぶ－

　元朝日新聞

の敏腕記者と

して、また女

性初めての論

説委員として

全国各地を取

材して歩き、

国際的な事情

に詳しく、政

府や各地の行

政マンとのネットワークを持ち日本の福祉

政策に大きな影響力を持つ大熊由紀子氏

に、先進的に幸せな福祉のまちづくりを進

めている各地の様子をお話していただき

ます。

　▼日時　１２月９日（土）　午後２時～４時
▼会場　成美教育文化会館３階大研修室▼
講師　大熊由紀子氏▼入場料　無料▼主催
　東久留米福祉オンブズの会▼後援　東久
留米市、東久留米市社会福祉協議会◆当日

直接会場へ

　詳しくは同オンブズの会事務局（東久留

米市社会福祉協議会相談支援係内）�４７３・

０２９４へ。　

に同センターへご予約を。説明会にお越し

になれない方や分からないことがある方は、

同センターまでお問い合わせください。

ファミリー会員の方も募集いたします。

　詳しくは同センター事務局�４７５・３２９４

へ。

市民の手で作ろう！
『東久留米子どもまつり』
準備会開催

　市民の皆さんの手による企画・運営で行

われる恒例の「東久留米子どもまつり」が

来年で３４回目を迎えます。

　今回も、皆さんのアイデアや力を結集し

た楽しいまつりを計画したいと思います。

すてきな計画をみんなで一緒に考えません

か。その第１回目の準備会を開催します。

前回参加した、または今回新たに参加希望

の各種団体・サークルの皆さんの出席をお

願いします。

　▼日時　１２月１５日（金）午後７時半か
ら ▼会場　中央公民館第４学習室　
　詳しくは公民館�４７３・７８１１へ。

この街がすきだから
『歳末たすけあい運動（地域支え合
い募金）』にご協力を
　社会福祉協議会では、市民一人ひとりが地

域の福祉ニーズに関心を寄せ合い、お互いに

できることを協力し合って解決を目指して

いく「安心と心ゆたかな地域生活」を実現す

るため、募金運動を全市的に展開します。

　集められた募金は、支援を必要とする方

への見舞金のほか、地域の助け合いや支え

合いを育む活動などに配分されます。

▼募金運動期間　１２月１日（金）～３１日

「平成１ ８年ＴＯＫＹＯ交通安全キャンペーン」
１２月１日（金）～７日（木）

　年末に向かい交通事故が多発する時期に、正しい交通ルールと交通マナーの実践を

習慣付けて、交通事故の防止を図りましょう。

１　高齢者の交通事故防止
　▼高齢者の皆さんは、外出時には信号を守ることや横断歩道

を渡ることなどの交通ルールを守る習慣を付けましょう。昼間

でも外出するときは、明るく目立つ色の服装を心掛けましょう▼運転者の皆さんは、

高齢者を見掛けたら、徐行や十分な間隔を保持するなど、「思いやりのある運転」を心

掛けましょう▼高齢運転者の皆さんは、自己の運動・運転能力を過信することなく安

全運転を心掛けましょう

２　二輪車・自転車の交通事故防止
　▼二輪車を利用の皆さんは、自己の運転技量や二輪車の性能を過信することなく、

カーブや交差点の手前では十分に速度を落とすなど、安全運転に心掛けましょう。二

輪車の飲酒運転による死亡事故が多発しています。飲酒運転は絶対にやめましょう▼

自転車事故のほとんどが出合い頭で起きています。自転車を利用の皆さんは、見通し

の悪い交差点や曲がり角では必ず止まって、左右の安全を確かめましょう。また、無

灯火での事故が増えています。夜間は必ず点灯し、反射材等を利用して事故に遭わな

いようにしましょう

３　飲酒運転の根絶
　▼飲酒運転が重大事故に直結する悪質な犯罪であることを自覚し、「飲んだら乗らな

い・乗るなら飲まない」を徹底しましょう。車での外出先で飲酒してしまった場合は、

運転代行業の利用や、家族や知人に迎えに来てもらうなどの手段をとり、「飲んだら乗

らない」を絶対に守りましょう

４　違法駐車対策の推進
　▼運転者の皆さんは、一台の違法駐車が周囲の交通環境に及ぼす迷惑性・危険性を

自覚するとともに、違法駐車は絶対にしないという習慣を付けましょう。ちょっとし

た時間でも路上駐車をせずに、駐車場やパーキングメーターを利用する心の余裕と「渋

滞をなくそう」という気持ちを一人ひとりが持ちましょう

　詳しくは田無警察署�４６７・０１１０または市地域政策課都市交通係�４７０・７７６４へ。

（日）▼募金方法　①お住まいの自治会を通
じて②同協議会事務局、中央町地区セン

ター、上の原・ひばりが丘・滝山の各連絡

所の募金窓口で（１２月２７日〈水〉まで受け

付け）③東和銀行東久留米中央支店（普）

０２０８８４東久留米市社会福祉協議会会長寺本

亮洞（てらもとりょうどう）へ口座振り込

み④市内公共施設や金融機関等の窓口に設

置の募金箱へ

○精神障害者保健福祉手帳をお持ちの
方、交通・災害遺児世帯の方は歳末見
舞金の申請を
　▼申請方法　①精神障害者保健福祉手帳
所持者＝手帳と金融機関等の振込先が分
かるもの（通帳等）をお持ちください。

家族など代理人による申請も受け付けます。

②交通・災害遺児世帯＝交通事故および労
務災害により父母のどちらか、または両親

を亡くされた１５歳未満のお子さんを扶養さ

れている世帯とし、交通事故または労務災

害を証明する書類の写しと住民票、金融

機関等の振込先が分かるもの（通帳等）

をお持ちください。　※いずれも生活保護

受給者・世帯は対象外となります。▼申請
期間　１２月１日（金）～１１日（月）▼申請
会場　社会福祉協議会事務局（土曜・日曜
日は除く）、中央町地区センター（火曜日は

除く）

　詳しくは同協議会地域福祉係�４７５・

０７３９へ。

大熊　由紀子氏

◆東村山青色申告会ホームページアドレス
http://www.aoiro.or.jp/e-murayama/

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

◆東京都住宅供給公社募集センター
ホームページアドレス

http://www.to-kousya.or.jp

◆東久留米卸売市場運営得得市場
ホームページアドレス

http://www.tokutoku-ichiba.or.jp

おいしそうなパン、どれにしようかな


