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樫市政へのご要望・ご意見はこちらへ
◎ご意見箱設置場所
　市役所１階屋内ひろば、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
　緯４７２・１１３１
◎ホームページのご意見箱　
https://www.city.higashikurume.lg.jp/goiken/ssl_form/index.html
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【表記の凡例】　a日時　b場所 　c内容　e対象・資格　f定員　d講師
　g費用　h持ち物　iご注意　jその他　k申し込み　l問い合わせ

人口と世帯＜平成２７年２月１日現在＞　人口１１６,４９１人（うち外国人１,７１８人）／前月比３減
男５７,１７５人／前月比１５減　女５９,３１６人／前月比１２増　世帯数５２,２８７／前月比８増

子ども相談
　a２月１８日（水）午前９時半～午後
３時bわくわく健康プラザc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受けます
e幼児とその保護者kl電話で健康
課保健サービス係緯４７７・００２２へ
１歳６カ月児健診
　a２月１９日（木）午後０時半～１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２５
年７月２０日～８月１１日生まれの幼児k
当日直接会場へl健康課保健サービス
係緯４７７・００２２
ＢＣＧ予防接種
　a２月２５日（水）午後１時４０分～２
時４０分受け付けbわくわく健康プラザ
e２６年９月１日～９月３０日生まれの乳
児（生後６カ月以上
～１歳になる誕生日
の前日の未接種の乳
児も接種できます）
k当日直接会場へl
健康課予防係緯４７７・
００３０
３〜４カ月児健診・産婦健診
　a２月２６日（木）午後０時半～１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２６
年１０月９日～１１月２日生まれの乳児k
当日直接会場へl健康課保健サービス
係緯４７７・００２２
３月のプレ・パパママクラス
　３月１４日は土曜日の開催です。ご夫
婦そろって参加してみませんか。
　◎小児科医・助産師の話＝a２日
（月）午後０時半～４時
　◎プレママ・クッキング＝a１０日
（火）午前９時半～午後２時c妊娠中
の栄養やバランスの良い食事を調理し
ながら学びませんかg５００円（食材費）

　◎もく浴実習・妊婦疑似体験＝a１４
日（土）午後０時半～４時
　◎妊婦歯科健診＝a１７日（火）午後
１時１５分～３時c歯科健診とブラッシ
ングなど
　《共通事項》bわくわく健康プラザe
おおむね妊娠１６週以降の方とその夫f
先着２５組（応募者多数の場合は、初産
の方を優先）j４回で１コース。ただ
し１日のみの参加も可kl電話で健
康課保健サービス係緯４７７・００２２へ
２歳児歯科健診
　a３月４日（水）午前
９時１５分～１０時１５分受
け付けbわくわく健康
プラザc歯科健診、ブ
ラッシングなどe２５年
２月生まれの幼児k当日直接会場へl
健康課保健サービス係緯４７７・００２２
お子さんの予防接種
①日本脳炎
　日本脳炎の積極的勧奨を控えていた
ことにより、接種機会を逃してしまっ
た方の特例措置として、２６年度は、次
の方を対象に勧奨を行っています。
　e１７歳・１８歳（８年４月２日〜１０年
４月１日生まれ）の方＝第２期不足分
②麻しん、風しん
　麻しん（はしか）は感染力が極めて
強く、重症化する場合もあります。風
しんは流行が継続しています。２６年度
は、次の方を対象に勧奨を行っていま
す。
　e第１期＝２５年４月１日～２６年３月
３１日生まれの方▼第２期＝２０年４月２
日～２１年４月１日生まれの方
　j①②のいずれも第１期分は誕生月
に、第２期分は一括して、それぞれ個
別に通知しています。感染予防、免疫
獲得のために予防接種することをお勧
めします。なお、対象者で通知が届か
ない場合は、健康課予防係緯４７７・００３０
へ問い合わせてくださいl同係

燃 や せ な い 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 る ご み
　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

　　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

資 源 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…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）

 

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＝ace２月１９日
（木）午前１０時半～１１時半が「お別れ
会の練習①」、３歳～４歳児。２６日（木）
午前１０時半～１１時１５分が「お別れ会の
練習①と１月～３月生まれのお誕生
会」、２歳児
　☆おなはし会＝ae１７日・２４日いず
れも火曜日。午後３時半からが幼児。
４時からが小学生c絵本の読み聞かせ
　☆ひよこタイム＝ac２４日（火）午
前１０時半～１１時が「絵本の読み聞かせ、
わらべ歌」。午前１１時～１１時半が「親子
の触れ合いタイム」e０歳～１歳児
　☆ハンドメイドの日＝a３月１日
（日）午前１０時～１１時半c手作りミニ
四駆e小学生f１０人k２月１５日（日）

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

午前９時から受け付け
 

　☆おはなしの日＝a２月１７日・２４日
のいずれも火曜日午前１１時～１１時２５分
c絵本の読み聞かせ、手遊びなどe幼
児dみくりおはなしの会
　☆赤ちゃん広場＝ac１８日が「親子
のコミュニケーションワークとティー
タイム」。講師は炭田契恵子氏。飲み物
持参。２５日が「ベビーマッサージ」。講
師は渡辺直子氏。バスタオル、オムツ、
飲み物持参。オイル代２００円。いずれも
水曜日の午前１０時半～１１時半e０歳児
とその保護者f先着２５組kベビーマッ
サージは２月１８日（水）午前９時から
受け付け（電話可）
　☆オセロ大会＝a１８日（水）午後３
時半からe小学生k当日受け付け
　☆将棋の日＝a２５日（水）午後３時
からe小学生d五角探究会

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

lごみ対策課緯４７３・２１１７（粗大ごみの申し込みは緯４７３・２１１８）
　※電話番号をお確かめの上、お掛け願います。
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土金木水火月日

７７６５４３２１１
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土金木水火月日

７７６５４３２１１

１１４４１３１２１１１０９８８

２２１１２０１９１８１７１６１１５５

２２８８２７２６２５２４２３２２２２

３１３０２２９９

休日・夜間診休日・夜間診療療 必ず保険証をご持参ください

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】救急診療に限ります（薬の処方も最低限の日数となります）
　２月１５日・３月１日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
   ２月２２日
 　　＝わくわく健康プラザ内休日医科診療所（滝山４－３－１４、緯４７３・３６６３）
【歯科】
　２月１５日・２２日・３月１日
　　＝わくわく健康プラザ内休日歯科診療所（滝山４－３－１４、緯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）
　２月１５日・３月１日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　２月２２日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
平日準夜間小児初期救急診療
　月曜・水曜・金曜日（午後７時半〜１０時２０分）
　　＝佐々総合病院（西東京市田無町４－２４－１５、緯４６１・１５３５）
　月曜〜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、緯０４２・３９６・３８１１）

広告掲載位置
規格＝縦９８mm×横５６mm
カラー刷り

市ホームページにバナー広告を掲載しませんか
　▼アクセス件数　約６万７,０００件（１カ月当たり）▼基準　公共性と品位
を損なわないもの。政治・宗教活動、意見広告と個人宣伝などは除きます▼
規格　縦６０ピクセル、横１５０ピクセル。５０キロバイト以内。ＧＩＦ形式。「ト
ップページ」に表示します　※広告デザインは広告主で作成していただきま
す。▼掲載期間　５月から、１カ月単位で最長１２カ月▼掲載料　１枠当たり
月２万円
　申し込みは２月１６日（月）～３月２７日（金）に（消印有効）、所定の申込書
（企画調整課秘書広報担当〈市役所４階〉で配布中）に必要事項を記入の上、
〒２０３－８５５５、市役所企画調整課秘書広報担当宛て郵送、または電子メール
（hishokoho@city.higashikurume.lg.jp）、ファクス（４７０・７８０４）、直接同担
当へ持参してください。
　※申込書は市ホームページからも取得できます。
　詳しくは同担当☎４７０・７７０８へ。

「広報ひがしくるめ」のこの場所
に広告を掲載しませんか→
　▼発行部数　約５万１,７００部（市内全
戸配布）▼掲載料　１枠（１号当たり）
４万円▼ご注意　広告デザインは広告
主で作成していただきます
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遊びましょうe０歳〜５歳児とその保
護者hスリッパk当日直接会場へ徒歩
か自転車で来場を
　☆わくわく赤ちゃん広場＝ae２５
日（水）が「はいはいの会」、６カ月〜
１２カ月児とその保護者。３月４日（水）
が「ねんねの会」、６カ月未満児とその
保護者。時間はいずれも午前１０時〜１１
時半hタオルj保育あり（先着３人。
予約制。２月１６日〈月〉から受け付け）
k当日直接会場へ
 

　☆なかよし広場＝ab２月１７日が
第一小学校、２４日が第六小学校、いず
れも火曜日午前１０時〜１１時半cお子さ
んと遊びながら、気軽に育児の情報交
換をしたり、ボランティアと一緒に遊
びましょうe０歳〜５歳児とその保護
者hスリッパk当日直接会場へ徒歩か
自転車で来場を
 

「こっこタイム」が始まりました
　滝山図書館、滝山児童館共催による
「こっこタイム」が２月から始まりま
した。絵本に興味を持ち始めたブック
スタート対象年齢のお子さんのための
絵本や手遊びを中心としたお話会です。
　a毎月第２月曜日午前１０時半からb
滝山児童館集会室k当日直接会場へl
滝山図書館緯４７１・７２１６
 

多摩六都科学館
たまろくと市民感謝デー
　今年も日ごろの感謝を込めて年に一
度のお祭りを開催します。
　a３月１日（日）午前９時半〜午後
５時bcたまろくとご当地グルメフ
ェスティバル　地域の名店、名産物が
ずらりと並びます▼ステージイベント
　屋外にロクトステージが登場。サイ
エンスショーやビンゴゲームなどを行
います▼ラボまつり　各展示室にある
４つのラボで観察・実験・工作が体験
できますg東久留米市・小平市・東村
山市・清瀬市・西東京市に在住・在勤・
在学の方に限り、これらが確認できる
物を提示すると入館料が無料になりま
すl多摩六都科学館緯４６９・６１００
市民自主企画講座「小・中学生英
語暗唱・スピーチ大会」
　企画・運営は東久留米国際友好クラ
ブ、主管は市文化協会。
　a３月７日（土）午後１時半〜４時
半b市民プラザホールe市内在住・在
勤・在学の方、関心のある方f先着８０
人g無料j小学５年〜中学３年生の参
加者を募集します。学校の先生を通じ
て２月２０日（金）までに申し込んでく
ださい。詳しくは同友好クラブ・川口
緯４７５・９８３０へkl２ 月１６日（月）か

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

ら電話またはファクスで、同協会緯
４７７・４７００（ファクス同。電話受け付
けは第４月曜日を除く平日の午前９時
〜午後５時）へ。ファクスの場合は講
座名・氏名・住所・電話番号・年齢を
記入の上、送信してください。
みんなのクラシックコンサート
〜春風にのせて〜
　未来へ羽ばたく若き演奏家たちの演
奏と、長年シルビアクラシックコンサ
ートに出演し、地域の文化を担ってき
た東久留米市演奏家協会による演奏を、
春風に乗せて皆さんにお届けします。
市民有志の会「まろにえコンサートク
ラブ」が企画から手掛けたコンサート
です。
　a３月８日（日）午後２時開演（１
時半開場）b生涯学習センターホール
c出演は東久留米市演奏家協会、新人
演奏家（公募）g無料（要整理券）k
整理券は生涯学習センター、市民プラ
ザ、各地域センターで配布中l生涯学
習センター緯４７３・７８１１
 

防犯講演会を開催します
　東久留米市安全・安心まちづくり推
進協議会では、２６年中の振り込め詐欺
など特殊詐欺による市内の被害額が、
前年を上回り１億円を超えたことを踏
まえ、防犯講演会を開催します。高齢
者または高齢者と同居している世帯、
自治会など地域
コミュニティ関
係者、現在防犯
ボランティアな
どで活動してい
る方、またこれ
から防犯活動を
したいとお考え
の方は、この機
会にぜひご参加ください。
　a２月２４日（火）午後３時から（２
時半から受け付け）b市民プラザホー
ルc都治安対策本部や田無警察署によ
る腹話術式防犯講話と警察署員の講演
g無料k当日直接会場へ（会場が定員
になり次第、締め切ります）l防災防
犯課防災防犯係緯４７０・７７６９
気付いてつないで自殺予防
〜もし、身近におきた時どう対応
するか〜
　東久留米市では年間２０〜３０人もの方
が自殺で大切な命を亡くしています。
「死にたいほどつらい」という気持ち
の背景には心の不調がきっかけになっ
ていることが多くあります。あなたの
身近な人の心の不調に「気付く」「傾聴
する」「つなぐ」ことについて一緒に考
えてみませんか。
　a３月５日（木）午前１０時〜正午b
市民プラザホールe市内在住・在勤の
方f先着１００人d東久留米市医師会会
長の石橋 幸  滋 氏g無料k３月２日（月）

ゆき しげ

までに健康課緯４７７・００２２へl同課

 

　☆のびのびぐんぐん＝a２月１７日
（火）午前１０時半〜１１時cリズム遊び
e１歳児
　☆中学・高校生年代卓球大会＝a１８
日（水）午後５時半からe中学・高校
生年代k当日受け付け
　☆囲碁教室＝a１８日（水）午後３時
からe小・中学生d東久留米市囲碁連
盟
　☆幼児のつどい＝ac１９日が「ポイ
ントラリー」。２６日が「おひなさま作り」。
いずれも木曜日午前１０時半〜１１時半e
幼児
　☆将棋教室＝a２５日（水）午後３時
からe小学生d東久留米市将棋探究会
 

　☆ぴよぴよママの会＝a２月１８日
（水）午前１０時〜１１時半c助産師によ
る体重測定、育児相談などe０歳児と
その保護者j保育あり（定員３人。１
週間前〜前日に申し込みを）
　☆おはなしの日＝a１８日（水）午後
３時半〜４時e幼児〜小学生d水曜お
はなし会k当日受け付け
　☆幼児のつどい＝ace①１９日
（木）午前１０時半〜１１時１０分が「運動

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

遊びと２月の誕生会」。うさぎ（１歳１
カ月〜２歳６カ月児）。②２６日（木）午
前１０時半〜１１時半が「観劇会（出演は
びっくり箱）」。うさぎ・あひる合同
（１歳１カ月〜４歳児）
　☆卓球大会＝a２５日（水）午後３時
半からe小学生f先着１２人k１８日（水）
午後３時半から受け付け
　☆公園清掃＝a２８日（土）午後３時
半からc友だち公園の清掃をみんなで
しますe小学生〜高校生年代k当日受
け付け
 

 

　赤ちゃんを連れて遊びに来てくださ
い（月曜〜土曜日、午前１０時〜午後４
時半）。育児相談も受けます。
　☆手作り布おもちゃの会＝a２月１７
日（火）、３月３日（火）午前１０時〜正
午c布でおもちゃを作りますe乳幼児
とその保護者h裁縫箱・はさみj保育
はありませんk当日午前９時までに同
センターへ
　☆なかよし広場＝a２月２０日（金）
午前１０時〜１１時半b第十小学校cお子
さんと遊びながら、気軽に育児の情報
交換をしたり、ボランティアと一緒に

子ども家庭
支援センター（ ）わくわく健康プラザ２階

電話４７１・０９１０
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メールができなくなりますが、タレ
ントに会いたい、お金をもらいたい、
人助けをしたいなどの気持ちから、
ポイント購入を続けてしまいます。
しかし、ポイントを購入しメールを
続けても、そのようなことはありま
せん。支払い方法が、クレジットカ
ードや電子マネーであるケースが多
く、被害額が高額になっても気付き
にくい面があります。　
　サクラサイトは出会い系・占い・
ゲームなど多岐にわたり、年齢を問
わず幅広く被害が見受けられます。
このようなサイトは安易に利用しな
いことが大切です。
　もし、だまされたかもしれないと
気付いたら、これまでのメールのや
りとりをできる限り印刷しましょう。
相手がサクラだと証明するのは難し
いことですが、メール・電子マネー
のプリペイド番号の控え・クレジッ
ト支払い明細書などが残っていれば、
電子マネー会社やカード会社に申し
出ることにより話し合いの余地があ
ります。ぜひ消費者センターへご相
談ください。
《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）緯４７３・４５０５
●平日および土曜・日曜日、祝日の
午前１０時～午後４時＝消費者ホット
ライン緯０５７０・０６４３７０

サクラサイトの被害が増えています
Ｑ．　パソコンに、お礼をするので悩
みを聞いて欲しいとメールが来た。
メール交換するだけで、人助けにも
なるなら続けようと思っているが、
信用できるか。
Ａ．　パソコンや携帯電話にお金を
あげますというメールや、有名タレ
ントなどに成り済ましたメールを送
り、サイトに会員登録させて、利用
者に多額の金銭を使わせるサクラサ
イト商法の被害が増えています。
　サクラサイトとは、サイト業者に
雇われた“サクラ”が異性、芸能人、
社長、弁護士、占い師などのキャラ
クターに成り済まして、消費者のさ
まざまな気持ちを利用し、サイトに
誘導し、メール交換などの有料サー
ビスを利用させ、そのたびに支払い
を続けさせるサイトのことです。
　サクラサイト商法では登録料や一
定期間のメールは無料で、その後は
ポイントを購入するなどしなければ

　東久留米駅西口昇降施設は、駅舎に通じる
市の施設として、市民の皆さんに利用してい
ただいています。
　現在、同施設の壁面を有効利用することを
目的に、有料広告を募集しています。広告の
規格、１カ月当たりの広告掲載料金などは次

の通りです。
　【広告の規格（例）】Ｂ１判（７２８mm×１,０３０ 
mm）
　【１カ月当たりの掲載料金（例）】Ｂ１判の
場合、１０万８００円（広告の種類により、別途道
路占用料が掛かる場合があります）
　※広告掲載できる場所には制限があります。
　詳しくは施設管理課管理調整担当☎４７０・
７７６４へ。
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ますl同課街路交通計画係緯４７０・
７７６８
子どもの安全を地域で守ろう
かけこみハウスにご協力ください
　市では、各中学校地区かけこみハウ
ス実施委員会（構成員はＰＴＡ、学校、
自治会、商店会、地区青少年健全育成
協議会など）と協力して、子どもが身
の危険を感じたときに一時的に避難で
きる協力家庭などを「かけこみハウス」
として登録しています。
　現在、市内全域に約２,０００件の登録が
あり、目印として「かけこみハウス」
のステッカーや標識を表示しています。
協力家庭の募集は随時行っています。
ご協力いただける方はご連絡ください。
　l子育て支援課子育て支援係緯４７０・
７７３５
 

住宅の増・改築から修繕まで
建築職人さんを紹介します
　市では、市内の建設業団体（東久留
米市住宅あっせん協議会）と協定を結
び、大工・左官・塗装・配管・屋根・
畳・タイル張りなどの業者を紹介して
います。
◎紹介できる工事内容
①増・改築（新しく部屋を増室、室内
の模様替え）＝応接間・高齢者の部屋・
書斎などの増築、台所・浴室・トイレ
の改築、和室を洋室に、窓をサッシに、
２階の増築、物干し台を２階に、防音
工事、店舗や事務所の改築など
②修繕（傷んだ部分の修繕）＝内壁・
外壁・屋根・台所・浴室・建具・雨ど
いなどの修繕、雨漏りの修理、ペンキ
塗りなど
③付帯工事（住宅内外の工事）＝車庫・
門・フェンス・物置などの工事など
　k修繕箇所や増改築の内容を、産業
振興課（市役所６階）へ直接、または
電話でご相談くださいl同課緯４７０・
７７４３
宝くじの助成金で防災用資機材を
整備しました
　市では今年度、可搬式消防ポンプや
発電機、ワンタッチトイレなどの防災
用資機材を宝くじ助成金によって、市
内の３つの自治
会に助成し、整
備しました。
　この助成事業
は財団法人自治
総合センターに
よる宝くじ普及
広報事業として、住民の行うコミュニ
ティ活動を促進し、その健全な発展を
図るとともに宝くじの普及・広報を目
的に行われています。
　l防災防犯課緯４７０・７７６９
 

シルバー人材センター会員募集
　「就職は望まないが何らかの収入を
得たい」「地域に貢献したい」という、
健康で働く意欲のある方は、入会説明
会にお越しください。
　a２月１８日（水）午後１時半から２
時間程度（毎月開催しています）bシ

▲

か
け
こ
み
ハ
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ス
標
識

ガ イ ド

ルバー人材センター２階会議室（下里
４－１－４４）e市内在住の原則６０歳以
上で同センターの趣旨に賛同頂ける方
h年度会費２,０００円、顔写真（４cm×３
cm）１枚、筆記用具、郵便貯金通帳、
認め印、本人確認書類l同センター緯
４７５・０７３８
自衛官募集（27年度採用試験）
◎幹部候補生（一般・技術・歯科・薬
剤）
　▼受験資格　一般・技能　（大卒）は
２２歳〜２６歳未満の男性、一般・技能
（大学院卒）は２０歳〜２８歳未満の男女、
歯科は２０歳〜３０歳未満の男女、薬剤は
２０歳〜２８歳未満の男女▼受付期間　３
月１日（日）〜５月１日（金）▼試験
日　１次試験が５月１６日（土）・１７日
（日）、２次試験が６月１６日（火）〜１９
日（金）のいずれか１日
◎予備自衛官補（一般・技能）一般公募
　▼受験資格　一般は１８歳〜３４歳未満
の男女、技能は１８歳〜５３歳未満の男女
で国家免許資格保有者▼受付期間　３
月２４日（火）まで▼試験日　４月１０日
（金）〜１４日（火）のいずれか１日
　kl自衛隊国分寺募集案内所東久
留米市担当・小林緯０４２・３２４・１０１０へ
薬湯の日“紅花の湯”
　ab３月１日（日）、源の湯（東本
町７－６、緯４７１・０００５）が午後３時
半〜１１時、第二喜多の湯（幸町１－５
－１０、緯４７１・２４７５）が午後３時〜１０
時半j小学生以下は無料l各利用施設
都市農地保全シンポジウム
　a３月３日（火）午後１時〜４時半
bたましんRISURUホール（立川市錦
町３－３－２０）cd基調講演＝「市民
協働と都市農地の保全」、静岡文化芸術
大学講師の 舩  戸  修  一 氏▼事例紹介と

ふな と しゅう いち

意見交換＝「都市農業・農地を活かす
様々な取組」f先着２００人g無料kl
２月２７日（金）までに電話（０３・５３２０・
４８２４）または氏名・職業・電話番号を
記入の上、ファクス（０３・５３８８・１４５６）
で都産業労働局農業振興課へ

さいわい福祉センター
「さをり織り講座」参加者募集
　さいわい福祉センターでは、２７年度
「さをり織り講座」の参加者を募集し
ます。
　a４月から１年間、毎月第２・第４
土曜日の午前１０時〜正午e市内在住で
知的障害および身体障害をお持ちの１５
歳以上の方f若干名g材料費（実費）
kl３月２日（月）から電話で同セン
ター緯４７７・２７１１（土曜・日曜日、祝
日を除く午前９時〜午後５時）へ
 

「ちょこっと共済」にご加入を
27年度分の受け付けは２月16日（月）から
　「ちょこっと共済」（東京都市町村民
交通災害共済）の２７年度分（期間は４
月１日〜２８年３月３１日）の加入受け付
けを２月１６日（月）から開始します。
　「ちょこっと共済」は、都内３９市町村
が共同で運営する共済制度で、会員が
交通事故などによりけがなどを負った
場合に、見舞金が受けられる制度です。
詳しい内容は、今号の広報紙に折り込
んだパンフレットをご覧ください。
　また、３月７日（土）午前１０時〜午
後４時に市役所１階屋内ひろばで臨時
受付窓口を開設します。ぜひご利用く
ださい。
　e加入資格は２７年４月１日に市内に
住民登録のある方、または会員と生計
を同じくしていて、就学のため都の市
町村外に在住の方g会費はＡコースが
年額１,０００円、Ｂコースが年額５００円（コ
ースによって見舞金の額が異なりま
す）。どちらのコースも、会員が交通災
害で死亡したときに、中学生以下のお
子さんがいる場合は、年額１０万２,０００円
の交通遺児年金が支給されますk市内
の金融機関（ゆうちょ銀行を除く）ま
たは都市計画課（市役所５階）、上の原・
ひばりが丘・滝山の各連絡所で受け付
けますl同課街路交通計画係緯４７０・
７７６８
東京三弁護士会多摩支部主催の
無料法律相談会
　a３月７日（土）午後１時〜４時b
生活文化課（市役所２階）相談室f１８
人（１人３０分程度）g無料k２月１８日
（水）午前９時半〜午後４時半に電話
で生活文化課緯４７０・７７３８へl同課
男女平等推進センター
講座と映画上映
これからの「住まいのカタチ」
　少子高齢化社会を迎える中、家族、
仕事のあり方が変化し、ライフスタイ
ルが多様になっています。
　「住まいのカタチ」を考えることから、
快適で心豊かな暮らし方、一人ひとり
が自由で自立し自分らしく生きられる
社会へのヒントを見つけます。
①講座「さびしくない暮らし方」
　人と人との新しい関わり方を作りな
がら、より自由に、楽しく安心安全に
住み続ける暮らし方、コレクティブハ
ウジングについてお話を伺います。
　a３月７日（土）午後１時半〜３時
dNPO法人コレクティブハウジング
社共同代表理事の 宮  前  眞  理  子 氏

みや まえ ま り こ

②映画上映と監督対談「『乙女ハウス』
が投げかける、これからの住まいのカ
タチ」
　a３月７日（土）午後３時半〜５時
半c映画紹介＝今から約３０年前に、当
時独身の会社員だった１人の女性が、
ローンを組んで建てた住宅。親の介護

のため、自宅を空き家にせざるを得な
くなったとき、彼女はこの家を住宅に
困る女性たちに提供し、固定資産税分
を家賃から捻出する「乙女ハウス」に
することにした。オーナーと住民に取
材した「乙女ハウス」の記録。２０１３年。
４３分。対談＝早川由美子監督と「乙女
ハウス」オーナーの 千  野  紀  美  子 氏。

ち の き み こ

《①・②共通事項》b男女平等推進セ
ンター会議室f先着２４人（要予約）g
無料j２歳〜未就学児の保育あり（定
員５人）。２月１６日（月）〜２６日（木）
に要予約kl２月１６日（月）〜３月４
日（水）に電話（４７２・００６１）または
直接、同センター（火曜日休館）へ
交通事故・労務災害により
親御さんを亡くされた世帯の方へ
（交通・労務災害遺児サポート事業）
　交通事故や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市内
在住の方に進級祝い金、入学準備金を
差し上げます。ただし、生活保護世帯
は除きます。
◎「進級祝い金」
　e４月に進級する小学新２年〜新６
年生と中学校新２・３年生の児童・生
徒▼進級祝い金額　お子さん１人に対
し、１万円
◎「入学準備金」
　e４月に小・中学校、高等学校（技
能修得を目的とし、就学期間が１年以
上の各種学校を含む）へ入学する方▼
入学準備金額　小学校が４万８,０００円、
中学校が５万４,０００円、高等学校が１２万
円
＜共通事項＞
　▼申請時に必要な書類　①交通事故
（自動車安全運転センター事務所長発
行）または労務災害（労働基準監督署
長発行・遺族補償年金決定など）を証
明する書類の写し②戸籍謄本③入学許
可書（高等学校に入学する方のみ）の
写し④通帳⑤お子さんの生年月日が分
かるもの▼申請期間　３月１０日（火）
まで▼申請受付会場　社会福祉協議会
（わくわく健康プラザ２階。土曜・日
曜日を除く午前９時〜午後４時半）、中
央町地区センター（火曜日を除く午前
９時〜午後４時半）l同協議会地域福
祉係緯４７３・０２９４
「新入学児童・高齢者交通安全の
集い」を開催します
　今年も市、田無警察署および関係団
体の共催による「新入学児童・高齢者
交通安全の集い」を開催します。
　信号の見方や交差点の渡り方の実践、
ダミー人形を使っての飛び出し事故・
巻き込み事故の再現実演や人形劇を通
して、交通ルールや交通事故の危険を
具体的に学ぶことができます。参加賞
も用意していますので、ぜひご参加く
ださい。
　a３月３１日（火）午後１時半〜４時
b東久留米自動車教習所（本町１－１６
－４５、緯４７１・２９１５）　 ※雨天時は、
生涯学習センターで実施します。当日
午前１０時以降に同教習所へ問い合わせ
てください。e新入学児童と高齢者k
①新入学児童は、各小学校で開催する
「新１年生保護者説明会」で配布する
参加申込書に、保護者の氏名・入学す
る学校名・新入学児童のほかに同伴す
るお子さんの人数②高齢者は、住所・
氏名・電話番号を記入の上、ファクス
（４７０・７８０９）または電子メール（toshikei 
kaku@city.higashikurume.lg.jp）で都市
計画課へ送信してください。電話での
申し込みはできません。なお、参加申
込書は市ホームページからも取得でき


