
　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

　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

燃 や せ る ご み 燃 や せ な い ご み

　　紙　　　　　　類　　

　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

　びん・缶・トレイ・ペットボトル・紙
パック類は、週１回程度、地域ごとの指
定日に回収します。古布は「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

休日診療所（日曜日と祝日、午前９時～正午と午後１時～４時半）
　◆福祉会館内（中央町１－１７－１７）
　【内科・小児科】２階休日診療室　�７３・３６６３
　【歯科】　  　　　３階休日診療室　�７４・５１５２
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）
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　　 １９日・２６日（滝山４－１－１８　�７３・３３１１）
　・前田病院　　 ２１日（中央町５－１３－３４　�７３・２１３３）

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。

飼い犬の登録および狂犬病予防注射日程

時　間所在地会　場日　程

 午前９時半～１０時２０分幸町４－６保 健 福 祉 セ ン タ ー

４月６日（木）  午前１１時～１１時４０分東本町９－１３
北多摩北部建設事務所 
（成美教育文化会館隣り）

 午後１時２０分～３時滝山７－２４白山公園 ( 第七小学校側 )

 午前９時半～１０時２０分中央町２－６中 央 公 民 館 駐 車 場

４月７日（金）  午前１０時５０分～１１時４０分南沢５－１７
中央不動産㈱ひばりが丘 
グ ラ ン ド 駐 車 場

 午後１時２０分～２時大門町２－１４スポーツセンター駐車場

○雨天の場合の振替日

午前９時～１０時半幸町４－６保 健 福 祉 セ ン タ ー４月２０日（木）

３月２１日（春分の日）のごみの収集は
　２１日は火曜日の祝日ですが、通常通り該当地域について収集作業を行います。
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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、各出張所

◎エコーテレホン・エコーファクス

　　�７２・１１３１

◎ホームページのご意見箱　

http：//www．city．higashikurume．lg．jp/goiken.htm

 
○東久留米市役所　�７０・７７７７（代）
　▽ごみ対策課　　�７３・２１１７
　▽健康課（保健福祉センター内）　�７７・００２２
　▽水道業務課・水道工務課　�７１・５１８４
　　　　午前８時半～午後５時（一部の窓口を除き、正午～午後１時はお休み）。
　　　　土曜・日曜日、祝日、国民の休日、振替休日と年末年始は休み
○スポーツセンター　�７０・７９００　　
　　　　午前９時～午後９時半。第２・第４火曜日（この日が祝日のときは水曜
　　　　日に変更）と年末年始は休館
○中央図書館　�７５・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　�７３・７８１１（午前９時～午後１０時。月曜日と年末年始は休館）
○消防署　�７１・０１１９（一般事務は市役所と同じ開庁時間）

《関係機関の電話番号》
▼コミュニティ振興公社　�７１・７２１０　▼シルバー人材センター　�７５・０７３８
▼社会福祉協議会　　　　�７１・０２９４　▼多摩六都科学館　　　　�６９・６１００
▼柳泉園組合　　　　　　�７０・１５５５　▼多摩小平保健所　　　　�５０・３１１１

（ ）

【問い合わせ先と開庁日時】【 問 い 合 わ せ 先 と 開 庁 日 時 】

（ ）

（ ）

　詳しくは健康課�７７・００２２へ。
４カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　
　

　▼日時　３月２３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　保健福祉センター▼対象　１７年
１１月６日～３０日生まれの乳児◆当日直接会

場へ

１歳６カ月児健康診査
　▼日時　３月３０日（木）午後零時半～１
時半受け付け▼会場　保健福祉センター▼
対象　１６年８月８日～３１日生まれの幼児◆
当日直接会場へ

春の胃がん検診
　がんは、早期発見と早期治

療を心掛けることが大切で

す。自覚症状がなくても定期

的に検診を。ただし次の方は

ご遠慮ください。過去に胃・

十二指腸・肺の手術を受けたことがある方

▽最近６カ月以内に胃の検査を受けて異常

があると言われた方。または現在治療中の

方▽１７年度の市の秋の胃がん検診を受けた

方

　▼日程　５月２２日(月 )～２４日（水）・２６
日（金）・２９日（月）・３０日（火）、６月１日

（木）・２日（金）・７日（水）～９日（金）・

１３日（火）～１５日（木）・２２日（木）・２３

日（金）・２６日（月）・２７日（火）のいずれ

も午前中▼対象　市内在住で検査当日に３５
歳以上の方▼会場　わくわく健康プラザ

（５月８日<月>から、滝山４―３―１４に

開設）▼定員　各日４５人▼検診内容　問診
とレントゲン間接撮影▼費用　５００円（生活
保護受給の方は無料。ただし、受給証明書

が必要）◆申し込みは３月２４日（金）まで

に（消印有効）、往復はがき（一人１枚。封

筒でも可。ただし、切手を張った返信分も

必要）に①「胃がん検診希望」②住所③氏

名（ふりがな）④生年月日・年齢⑤性別⑥

電話番号⑦第１～第３希望日（いずれの日

でも良い場合はその旨）を記入して（返信

面にもあて名を記入）、〒２０３―００５２、幸町

４―６―１５、保健福祉センター内、健康課予

防係あて郵送を　※希望する日の申込者が

多数の場合は、ほかの日に変更していただ

くか受診できない場合もありますのでご了

承ください。

飼い犬の登録と狂犬病予防注射
　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

けることになります。

　▼日程・会場　上表の
通り。中止の場合は、午

前・午後とも開始１５分前に決定します▼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▼
ご注意　上表の各会場での集合注射は市内
在住の方の飼い犬が対象です。当日は必ず

飼い犬の注射済票交付申請書（黄色のはが

き）をお持ちください。会場では当日、注

射済票の交付のほか、新規登録、死亡の手

続き、鑑札の再交付もできます。また、獣

医師会に加入している動物病院では、４月１

日（土）～３０日（日）に予防注射と注射済

票の交付を受けることができます▼お願い
　予防注射には、①犬をしっかり「しつけ」

できる方が連れてきてください②犬の健康

状態を把握しておき、異常のあるときや妊

娠しているときなどは、事前に獣医に申し

出てください③犬の「ふん」を始末する袋

等を用意し、飼い主が責任を持って始末し

てください

離乳食のはじめの一歩は…離乳食のはじめの一歩は…

人口と世帯　人口１１４,３５６人（男５６,８８４人　女５７,４７２人）　世帯数４８,２７８＜平成１８年３月１日現在住民基本台帳による＞　外国人登録数１,５５８人＜平成１８年３月１日現在＞

タオルなど持参。申し込み受け付け中。　※

２２日（水）午後３時から準備会。

　☆閉館のお知らせ＝２９日（水）は春の遠
足のため閉館します（雨天中止の場合は開

館）。

   ☆工作の日＝３月１５日（水）、１６日（木）
のいずれも午後１時半から。オリジナルパズ

ル作り。小・中学生。

   ☆将棋大会＝２２日（水）
午後３時から。小学生。指導

は東久留米市将棋研究会。対

戦開始前に申し込みを。

   ☆スカットボール＝２５日（土）午後１時
半～３時。小・中学生。指導は丸実会。

   ☆閉館のおしらせ＝２８日（火）は「春の
遠足」のため閉館します（雨天中止の場合

は開館）。　

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。

　☆囲碁の日＝３月１５日、２２日、２９日の
いずれも水曜日、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。

　☆子ども料理教室＝２４日（金）午前９時
半～正午。草もち作り。小学生２０人。三角

きん、エプロン、タオルなど持参。申し込

み受け付け中（電話可）。　

　☆おはなしの日＝２８日（火）午後４時か
ら。素話、絵本の読み聞かせほか。小学生。

　☆春の遠足＝２９日（水）午前９時～午後
４時。小金井公園。雨天中止。小学生３０人。

参加費５０円（帰路のバス代）。弁当、水筒、

（　　　　　　　　）く　ぬ　ぎ 前沢４－６－３
電話７３・７３１５

（　　　　　　　　　　）　中　央 中央町１－１０－１１
電話７６・２１６１



18.  3.  15

　もうすぐ春休みです。子どもたちは心身ともに生き生きとし、行動範囲も広がります。しかし、ちょっ

とした気の緩みから非行に走ったり、危険なことに出会ったりすることがあります。

　そこで、春休み中の３月２６日（日）～４月５日（水）を春の強調期間として、｢愛のひと声運動｣を

実施します。この運動は、各中学校地区青少年健全育成協議会、小・中学校ＰＴＡ連合会など、関係２９

団体で実施委員会を組織し、各中学校地区単位実行委員会が街頭活動や啓もうポスターなどにより、青

少年の健全育成を呼び掛けるものです。地域の方の参加・協力があってこそ、成果を上げることができ

ます。身近なところで、励ましやねぎらいの言葉、時には注意の言葉など、愛のひと声をお願いします。

　詳しくは子育て支援課子育て支援係�７０・７７３６へ。

愛のひと声運動 ～青少年健全育成の呼びかけにご協力を

　市では、身近な所で自然

と接し、自然愛護の心を

持っていただくために、「野

草園づくり」を行っています。

　現在、野草園には２００種類

を超える野草が植えられて

います。野草が芽生える季節

となり、野草園づくりに最適

な時期を迎えました。そこで、

今年も４月から作業を行い

ます。気軽にご参加ください。

　▼作業日程　４月～１１月
の第１・第３日曜日午前９時から（初日は４月２日〈日〉）▼会場　野草園（上図参
照）◆当日直接会場へ　

　詳しくは生涯学習課社会教育係�７０・７７８４へ。

｢野草園づくり｣に参加してみませんか
｢野草園｣案内図

　４月３日（月）午後１時半～４時半
　▼会場　久留米自動車教習所（本町１－
１６－４５、東久留米駅西口から徒歩３分）。雨

天の場合は市民プラザホール▼内容　信号
機の見方と交差点の渡り方、自転車の乗り

方（警察官、交通少年団）▽人形による飛

び出し実験と左折車による巻き込み実験

（交通警察官）▽鼓笛の演奏（交通少年団）

▽アトラクション「人形劇」（ピッカリ座）

▽お馬さんに乗ろう（騎馬隊）、など▼共催
　東久留米市、田無警察署、東久留米市交
通安全協会、東久留米交通少年団、東久留

米老人クラブ連合会▼協賛　東京みらい農
業協同組合、久留米自動車教習所◆申し込

みは電話で地域政策課都市交通係�７０・

７７６４へ

　詳しくは同係または同自動車教習所�

７１・２９１５へ。

｢ ポカポカはるのつどい ｣
～遊びがいっぱい

ともだちつくろう�
　障害を持つ子どもたちが、ボランティア

の皆さんと一緒に、楽しい遊びの一日を過

ごす集いです。中央公民館全館を使用して、

いろいろな団体の皆さんが遊びのコーナー

を作ってみんなを待っています。地域の子

どもたちも一緒に、春休みの楽しい思い出

づくりをしましょう。

　▼日時　３月３０日（木）午前１０時～午後
２時１５分▼会場　中央公民館▼持ち物　弁
当、水筒、敷物◆当日直接会場へ

　詳しくは公民館�７３・７８１１へ。

　☆折り紙教室＝３月１６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＝１６日、２３日のいずれも
木曜日、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。

   ☆ 春のお楽しみ会＝２２日（水）午後３
時から。国学院大学児童演劇研究会による

狂言劇とゲーム大会。小学生。

   ☆ 卒業おめでとうパーティー＝２５日（土）
午前１０時半からが「手打ちうどん作り」、

午後３時からが「パーティー」。小・中学校

の卒業生と在校生。

　☆お花見遠足＝３０日（木）午前９時～午
後４時５０分。小金井公園。雨天中止。小・

中学生４０人。参加費小学生が５０円、中学

生が２１０円（帰路のバス代）。申し込み受

け付け中。

　☆閉館のお知らせ＝３０日（木）はお花見
遠足のため閉館します（雨天中止の場合は

開館）。

　
　
　☆おはなし会＝３月１７日（金）午後３時
から。絵本の読み聞かせ。小学生。

   ☆ 春休み映画会＝２４日（金）午後１時
半～２時５０分。カラーアニメーション「ぼ

くは孫悟空」。幼児～小学生。

   ☆ 囲碁教室＝２５日（土）午前９時半～
11時半。初級程度。主に小学生（中学生も

可）１５人。要申し込み。

　☆春の遠足＝２９日（水）午前９時～午後
３時半。清瀬市児童センター「ころぽっく

る」。小学生４０人。申し込み受け付け中。　

※１６日、２３日のいずれも木曜日、午後３

時半から準備会。

　☆卒業おめでとう会＝３０日（木）午後２
時半～４時。けやき座「人形劇、ゲームな

ど」。小・中学生。

　☆手打ちうどん作り＝３０日（木）午後１
時から。けんちんうどんを作ります。小・

中学生。指導は岡野ウメ氏。申し込み受け

付け中。

　☆閉館のお知らせ＝２９日（水）は春の遠
足のため閉館します（雨天中止の場合は午

後１時から開館）。

（　　　　　　　　　　）け　や　き 大門町２－１０－５
電話７４・６６５３

ひばりが丘図書館春休みえいが会
　▼日時・会場　３月３１日（金）午後２時
半からと３時半からの２回、南部地域セン

ター２階講習室（駐車場はありません）▼
プログラム　動画「ディズニーのアリとキリ
ギリス」（カラー９分）、「豆象武勇伝」（カラー

１５分）▼入場料　無料◆当日直接会場へ
　詳しくはひばりが丘図書館�６３・３９９６へ。

春休み人形劇の公演　　
　図書館では毎年、児童館を中心に活動し

ているボランティアグループの人形劇の公

演を行っています。お誘いあわせの上、ご

来場ください。

新入学児童・高齢者の皆さん
｢交通安全親子の集い ｣
　お子さんや高齢者を交通事故から守るた

め、ぜひご参加ください。

　▼対象　今年４月に小学校へ入学するお
子さんとその保護者、および高齢者▼日時

（　　　　　　　　）　滝　山 滝山４－１－１０
電話７１・７２１４

スポーツ体験講習
　▼日程　３月２５日（土）▼種目・時間・
会場等　「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

▼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

　詳しくはスポーツセンター�７０・７９００へ。

市内ＰＴＡ学校対抗＆市内中学生
卓球大会
～市卓球連盟主催
　▼日時　４月９日（日）午前９時半から▼会
場　スポーツセンター▼対象・競技方法・参
加費　①ＰＴＡ＝団体戦（男子、女子、ミッ
クスのいずれもダブルス）、１チーム３,０００円

②中学生＝個人戦および団体戦、一人３００円

◆申し込みは３月２３日（木）までに（消印有

効）、はがきに住所・氏名・年齢・電話番号・Ｐ

ＴＡか中学生の別を書いて、〒２０３－００５１、

小山１－９－２、笹川由紀子あて郵送を。

　詳しくは笹川�７１・１０５２へ。

小・中学生体験クライミング
～市山岳連盟主催
　クライミングウオールで、フリークライ

ミングを体験してみませんか。

　▼日時　４月１日（土）午後２時～４時
（１９年３月まで原則毎月第１土曜日に実施

予定）▼会場　スポーツセンター▼対象　
小・中学生（小・中学生を優先しますが、

保護者の方も体験できます）▼参加費　一
人１００円▼定員　先着３０人程度▼指導　
市山岳連盟クライミング部　※運動しやす

い服装で◆当日直接会場へ

　詳しくは西嶋�７６・３２２９へ。

ジュニアテニス講習会
～市テニス連盟主催
　▼日時　４回コース。４月８日（土）・９
日（日）・１５日（土）・１６日（日）のいずれ

も午後４時～６時（予備日は２２日<土>）。

集合は午後３時５０分▼会場　滝山テニス
コート▼参加資格　市内在住・在学の小学
新５年・６年生と中学新１年～３年生▼参
加費　１,５００円（初日に集金）▼服装　テニ
スのできる服装、テニスシューズで。ラケッ

ト持参◆申し込みは３月２９日（水）までに

（必着）、はがきに住所・氏名・電話番号・

学校名・新学年を書いて、〒２０３－００３３、

滝山３－１－４－５０５、片岡洽（ひろし）

あて郵送を。※申込者全員参加できます。

　詳しくは片岡�７２・３１３０へ。

第 ６ ７ 回ソフトテニス市民大会
～市ソフトテニス連盟
　▼日時　①一般の部＝４月９日（日）。予
備日が１６日（日）②中学生の部＝５月１３

日（土）。予備日が２０日（土）。①②とも午

前８時半開会▼会場　①が小山テニスコー
ト、②が市立テニスコート（西中学校内）、

滝山コート▼対象　市内在住・在勤・在学・
在クラブの方▼種目　①が男子の部、女子

の部、壮年（４５歳以上の男子）の部、②が

男子の部、女子の部▼参加費　①が１チー
ム１,０００円、②が１チーム５００円◆申し込

みは４月１日（土）までに（必着）、はがき

に住所・氏名・年齢・電話番号・参加種目

を書いて、〒２０３－００３３、滝山１－６－１３、井

部誠二あて郵送を

　詳しくは井部�７５・８２７９へ。

　▼日時・会場　３月２９日（水）午前１１
時～正午と午後１時半～午後２時半の２回、

中央図書館視聴覚ホールで▼プログラム　
おはなしくぬぎ「さるかに」、人形劇けやき

座「ともだちや」▼入場料　無料◆当日直
接会場へ

　詳しくは中央図書館�７５・４６４６へ。

障害者青年教室 ｢ひばり学級 ｣の
学級生を募集�
　申し込みと詳しくは公民館�７３・７８１１へ。
　市では、障害を持つ青年層を対象に料理

教室・歌声教室・施設見学会・ハイキング・

ボウリング等の各種を盛り込んだ「ひばり

学級」を開催しています。同じ学級の仲間

や、ボランティアの皆さんと一緒に楽しい

時間を過ごしませんか。

　▼活動日　４月中旬～１９年３月中旬まで
の毎月１・２回、主に日曜日の午前１０時～

正午（内容により時間は多少異なります）

▼会場　主に中央公民館▼対象　市内在
住・在勤で、一人で会場へ通える１６歳～

３０歳ぐらいの障害を持つ独身の方▼費用
　年間教材費＝４,０００円◆申し込みは４月

７日（金）までに電話で公民館へ

○ボランティアさんを募集
　「ひばり学級」をお手伝いしてくださるボ

ランティアも募集しています。年間の活動

日のうちで都合の良い日にご協力ください。

　◆申し込みは電話で公民館へ

スカットボールで｢スカットボールで｢ナイスショットナイスショット�� ｣｣

手を上げてわたりましょう手を上げてわたりましょう��
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特定商取引法の「申出制度」
Ｑ　私たちが悪質な業者について情報提
供できる制度があると聞きましたが、ど

んな制度ですか。　　

Ａ　それは、特定商取引法（以下､特商
法という）の「申出制度」です。

　｢特商法｣は､事業者が消費者と結ぶ

契約のうち訪問販売など６種類の特別な

取り引きについて規制する法律です。対

象となる取り引きには、一般の訪問販売

のほかアポイントメント商法で結んだ契

約、通信販売、電話勧誘販売、マルチ商

法、エステや英会話教室など特定のサー

ビスを受ける契約、パソコン内職など仕

事を紹介することを条件に商品等を購入

する契約等があります。それぞれの取引

形態ごとに事業者が守らなければいけな

いルールを定めています。悪質な勧誘を

繰り返すなど、ルールを守らず消費者の

利益が損なわれる恐れがある事業者に対

しては、国や都道府県が業務改善の指示

や業務停止命令、公表等をしています。

　「申出制度」は、特商法のルールを守ら

ない悪質な事業者についての情報を広く

集めるための制度です。消費者から直接

情報を得るために設けられています。た

だし、申し出た方が抱えている個別のト

ラブルを解決するための制度ではないの

で、混同しないでください。申し出をし

ようと思う方は、「申し出書」を提出しま

す。決められた様式はありませんので独

自の用紙に申し出人と事業者の氏名や住

所、取り引きの形態、申し出の趣旨など

必要事項を書き、参考となる資料を付け

ます。申し出先は経済産業大臣または都

道府県知事です。通信販売と電話勧誘販

売については経済産業省、ほかの４つの

取り引きについては都道府県が管轄して

いますので、それぞれの特商法担当課に

提出します。申し出があると、申し出人

や関係者から情報を集めて事実関係を調

査します。必要に応じて当該事業者に報

告書を出させたりして、改善が必要と認

められた場合には、知事や大臣が指示や

命令を出すことになります。

　「申出制度」に関しての質問や相談は財

団法人日本産業協会「相談室」�０３・

３２５６・３３４４へ。

≪消費者相談≫
　●平日の午前１０時～午後４時＝市消費
者センター（市民生活館内）�７３・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

　市では、都水道局から受託している水道事業に関する業務を、段階的に都

へ移管することとなりました。

　４月１日（土）からは、水道料金等に関する事務や使用開始・中止等の受

け付け、お客さまからの問い合わせ・相談等の業務が都水道局の直営となり

ます。ただし、漏水調査や給水装置工事の審査・図面閲覧、水道施設に関す

ることは、従来通り水道事務所（サービスステーションに併設）で取り扱い

ます（平日午前８時半～午後５時）。

○４月１日から変更になる点
　▼料金等の各種取扱窓口…「東京都水道局東久留米サービスステーション」
に変わります（右図参照）。なお、所在地や電話番号については変更ありませ

ん。▽所在地　滝山６－１－１▽電話番号　７１・５１８４▽業務時間　平日午前

８時半～午後５時１５分▼東久留米サービスステーションの主な業務…各種
受け付け（給水開始、使用中止、口座振替の申し込みなど）や、中止清算、

徴収整理、現場領収等の業務▽引越しの届け出や料金等の問い合わせは、電

話や窓口で受け付けます▽引っ越しの際の料金清算は、土曜・日曜日、祝日にも集金に訪問します▽水道・下水道料金のお支払いは、

窓口でも行います▼料金の払い込み先…都内にあるほとんどの金融機関、コンビニエンスストア、都水道局の各サービスステーショ
ンでお支払いができます　※市役所窓口および上の原・滝山・ひばりが丘の各出張所でのお支払いはできなくなりますのでご注意く

ださい▼水道料金等の口座振替をご利用されているお客さまへ…現在ご利用の口座振替は、都への業務移管後も継続されます
　詳しくは水道業務課（水道事務所内）�７１・５１８９へ。

水道業務の一部を東京都へ移管
～料金に関する業務が変わります

４月１日から４月１日から

民館▼受講生数　１０人～３６人（相談の上、
決定します）▼講師謝礼　１講座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３月２７日（月）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〉にて配布中。用紙の郵送も可）

に必要事項を記入して、〒２０３－８５５５、市

役所生涯学習課あて郵送または直接持参く

ださい

　詳しくは同課社会教育係�７０・７７８４へ。

栄えある農業受賞者を紹介
　３月２日に１７年度

第４７回東京都農業

委員・農業者大会に

おいて、次の方が東

京都農業会議より表

彰されました。

　受賞者は日ごろから特性を生かした農業

経営を積極的に展開し、意欲ある農業者と

して選ばれた方です。これからも、消費者

に安全でおいしい野菜や果樹などを供給し

ていただけますよう、ご活躍を期待します。

　▼１７年度北多摩地区優秀農業経営者表
彰　野嵜一▼第４５回企業的農業経営顕彰
▽東京都農業会議会長賞　奥住光男▼第
２５回農業後継者顕彰▽東京都知事賞　篠
宮泰則▽東京都農業会議会長賞　篠宮明・

野村光則▼第３２回農業委員会等農業功労
者表彰▽感謝状　野村肇　　　　（敬省略）
　詳しくは農業委員会（産業振興課内）�

７０・７７４３へ。

的・精神に障がいのある方③＝①②の親族

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◆

申し込みは３月１５日(水 )午前８時半から

電話で同協議会相談支援係�７９・６２９４へ

　詳しくは同係へ。

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、受講生とともに講座の運営ができる方。

一人１講座（複数の講師での運営も可）▼
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、１９年２月～３月に全３回または１回の

いずれかを選択▼会場　原則として中央公

ガ イ ド

柳泉園組合ごみ処理手数料を改定
　柳泉園組合では、同組合に直接搬入する

ごみの｢ごみ処理手数料｣を次の通り改定

します。

　▼改定時期　１０月１日（日）から▼改定
額　１㎏ 当たり３５円（現行＝１㎏ 当たり
２６円）

　詳しくは同組合�７０・１５５５へ。

家出人・少年相談
　春休みを迎える学年末から新学期にかけ

ての時期は、少年の家出が増える傾向にあ

ります。このため、警視庁少年育成課では、

青少年の非行や家出問題などでお悩みの方

に、電話または面接で相談に応じています。

　▼相談会場・時間　①警視庁少年育成課
立川少年センター（立川市柴崎町二丁目、

JR立川駅下車、�０４２・５２２・６９３８）②警

国民年金保険料の徴収と年金相談
　▼日時　３月３０日（木）午前１０時～午
後４時▼会場　市民プラザホール▼内容　
武蔵野社会保険事務所の臨時窓口◆当日直

接会場へ

　詳しくは保険年金課国民年金係�７０・

７７３３へ。

社協無料法律相談
　社会福祉協議会では、弁護士による無料

法律相談を開催します。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。

　▼相談日時　３月２３日（木）・２４日（金）
のいずれも午後１時半～４時半。相談時間

は４０分間▼会場　福祉会館▼対象者　市
内在住の方で、①＝６５歳以上の方②＝知

視庁家出人相談室（千代田区霞ヶ関二丁目

警視庁本部庁舎１階、東京メトロ丸の内線

霞ヶ関駅下車または同有楽町線桜田門駅下

車、�０３・３５９２・１６４０）。①②とも時間は

午前８時半～午後５時１５分（土曜・日曜日、

祝日を除く）▼電話相談　ヤングテレホン
コーナー�０３・３５８０・４９７０。時間は平日は

午前８時半～午後８時。土曜・日曜日、祝

日は午前８時半～午後５時

　詳しくは同庁家出人相談室へ。

水道施設を開放します�
｢ 水道ふれあいお花見広場 ｣
　東村山浄水場では、都民の皆さんに水道

事業を理解していただき、信頼される水道

を実現するため、桜の開花時期に施設の一

部を開放します。ぜひ、ご来場ください。

　▼日程　４月１日（土）～９日（日）の
いずれも午前９時半～午後４時半（入場は

４時まで）▼会場　東村山浄水場（東村山
市美住町二丁目、西武新宿線東村山駅から

徒歩２０分）▼ご注意　駐車場はありません
▽施設内での飲酒や、犬等のペットの同行

はご遠慮ください▽ごみはお持ち帰りくだ

さい◆直接会場へ

　詳しくは東村山浄水管理事務所庶務課庶

務係�０４２・３９７・８２０３へ。　

都立看護専門学校一日体験学習
　▼実施日・実施学校　５月１３日（土）が
広尾・荏原・北多摩・青梅・板橋の各学校、

２０日（土）が府中・南多摩の各学校▼対象
　都内在住・在学・在勤の高校生および社

会人◆申し込みは４月１２日（水）までに

（消印有効）、往復はがきに住所・氏名（ふ

りがな）・年齢・性別・電話番号・学校また

は会社名・白衣のサイズ（女性はＳ・Ｍ・

Ｌの別。男性は身長・体重・ウエストのサ

イズ）を明記の上、希望する看護専門学校

あて郵送を

　詳しくは各看護専門学校一日体験入学担

当または都福祉保健局医療政策部医療人材

課�０３・５３２０・４４４７へ。


