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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（夜間・休日のみ）
◎ホームページ（http://www.city.higashikurume.lg.jp）
のご意見箱（左メニュー「ご意見・お問い合わせ」
から）

29.　2.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

【表記の凡例】　a日時　b場所 　c内容　e対象　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２９年２月１日現在＞　人口１１６,８４３人（うち外国人１,８１３人）／前月比２４減
男５７,１２８人／前月比３４減　女５９,７１５人／前月比１０増　世帯数５３,２５６／前月比３１増

３歳児健診
　a２月２３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１月１０日～２月５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
３〜４カ月児健診・産婦健診
　a３月２日（木）午後０時半～１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２８
年１０月１３日～１１月５日生まれの乳児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１８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＝a６日
（月）午後０時半～４時

　◎プレママ・クッキング＝a１４日
（火）午前９時半～午後２時c妊娠中の
栄養の話と調理実習g５００円（食材費）
　◎お風呂の入れ方・妊婦疑似体験＝
a１８日（土）午後０時半～４時
　◎妊婦歯科健診＝a２１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
お子さんの予防接種
　①麻しん、風しん＝麻しん（はしか）、
風しんは人から人へ感染しやすく、重
症化する場合もあり、予防接種を２回
接種することで予防効果が高まります。
２８年度は、次の対象者へ個別通知を発

送しています。
　e第１期＝２７年４月１日～２８年３月
３１日生まれの方▼第２期＝２２年４月２
日～２３年４月１日生まれの方j第１期
分は１歳の誕生月に、第２期分は４月上
旬に、それぞれ個別に通知しています
　②日本脳炎（特例措置）＝日本脳炎ワ
クチンの積極的勧奨の差し控えにより、
接種機会を逸している場合があります。
１９年４月１日以前生まれで、２０歳未満
の方は、定期接種（公費負担）として
受けることができます。２８年度は次の
方を対象に、勧奨を行っています。
　e１６歳（１２年４月２日〜１３年４月１
日生まれ）の方＝第２期不足分
《共通事項》j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
28年度成人用肺炎球菌定期予防接
種がもうすぐ終了します
　対象者で接種を希望する場合は、４
月に送付した通知の内容に沿って実施
医療機関へ予約をしてください。
　a３月３１日（金）までe成人用肺炎
球菌ワクチンの接種歴のない次の年齢

の方▼６５歳（昭和２６年４月２日～２７年
４月１日生まれ）、７０歳（昭和２１年４月
２日～２２年４月１日生まれ）、７５歳（昭
和１６年４月２日～１７年４月１日生ま
れ）、８０歳（昭和１１年４月２日～１２年４
月１日生まれ）、８５歳（昭和６年４月２
日～７年４月１日生まれ）、９０歳（大正
１５年４月２日～昭和２年４月１日生ま
れ）、９５歳（大正１０年４月２日～１１年４
月１日生まれ）、１００歳（大正５年４月
２日～６年４月１日生まれ）。　※接種
日現在６０歳～６５歳未満で、心臓・腎臓・
呼吸器の機能に、自己の身辺の日常生
活が極度に制限される身体障害者手帳
１級程度の障害を有する方およびヒト
免疫不全ウイルスにより免疫の機能に
日常生活がほとんど不可能な身体障害
者手帳１級程度の障害を有する方（い
ずれも身体障害者手帳または診断書の
写しが必要）は健康課へ問い合わせて
ください。g５,０００円j対象者で通知が
届いていない場合は同課予防係緯４７７・
００３０へ問い合わせてくださいl同係

広告欄　内容については広告主にお問い合わせください

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）

　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。

【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】（市外局番は042【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】（市外局番は042））
○東久留米市役所　緯４７０・７７７７（代）（受付は平日の午前８時半～午後５時）
　▽ごみ対策課　緯４７３・２１１７　（粗大ごみの申し込みは緯４７３・２１１８）
　▽健康課　保健サービス係緯４７７・００２２、　予防係緯４７７・００３０
　　　　　　特定健診係緯４７７・００１３
○わくわく健康プラザ（わくわく健康プラザ施設の貸し出し）緯４７７・１１１５
○中央図書館　緯４７５・４６４６（月曜～木曜日が午前１０時～午後８時。土曜・日曜日、祝

日が午後５時まで。休館日は金曜日、第３火曜日、年末年始、特別整理休館日）
○生涯学習センター　緯４７３・７８１１（午前９時～午後１０時。休館日は第４月曜日と年末年始）
○スポーツセンター　緯４７０・７９００（平日が午前９時～午後１１時。土曜・日

曜日、祝日が午後９時半まで）
○市民プラザ　緯４７０・７８１３　▽西部　緯４７１・７２１０、南部　緯４５１・２０２１、
　東部　緯４７０・８０２０の各地域センター
　《関係機関の電話番号》
▼東久留米消防署　　　　緯４７１・０１１９　▼田無警察署　　　　緯４６７・０１１０
▼東京都水道局多摩お客さまセンター　緯０５７０・０９１・１０１／緯０４２・５４８・５１１０
▼シルバー人材センター　緯４７５・０７３８　▼社会福祉協議会　　緯４７１・０２９４
▼多摩六都科学館　　　　緯４６９・６１００　▼柳泉園組合　　　　緯４７０・１５５５
▼多摩小平保健所　　　　緯４５０・３１１１

2
土金木水火月日

４４３２１

１１１１１０９８７６５５

１１８８１７１６１５１４１３１１２２

２２５５２４２３２２２１２０１１９９

２８２７２２６６

3
土金木水火月日

４４３２１

１１１１１０９８７６５５

１１８８１７１６１５１４１３１１２２

２２５５２４２３２２２１２２００１１９９

３１３０２９２８２７２２６６

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】※薬の処方は最低限の日数となります。
　２月１９日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　２月２６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１９日・２６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１９日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　２月２６日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
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）

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
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【表記の凡例】　 a日時　b場所 　c内容　e対象　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

29.　2.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

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、飲み物持参②２２日が「ベビーマッ
サージ」、先着２５組、講師は渡辺直子氏、
バスタオル、おむつ、飲み物（母乳可）
持参。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k①が当
日受け付け②が１５日（水）午前９時か
ら受け付け（電話可）
　☆幼児のつどい＝ace１６日が「け
やき座人形劇『世界一きれいなひょう
のはなし』＆２月生まれのお誕生日会」、
１歳児。２３日が「お別れ会の練習＆２
月生まれのお誕生日会」、２歳〜４歳児。
いずれも木曜日の午前１０時半からj動
きやすい服装で
　☆けやきモール＝a１８日（土）午前
１０時半〜１１時半cお店屋さんごっこe
幼児〜小学生j材料が無くなり次第終
了しますk当日受け付け
　☆おはなしの日＝a２１日（火）午前
１１時〜１１時半c絵本の読み聞かせや手
遊びなどe乳幼児とその保護者j協力
は、みくりおはなしの会
　☆中高生年代バドミントン大会＝
a２４日（金）午後５時半からcトーナ
メント戦k当日受け付け
 

　☆ぴよぴよママの会＝a２月１５日
（水）午前１０時〜１１時半c助産師によ
る体重測定、育児相談e０歳児とその
保護者jきょうだいの保育あり。定員
２人。予約受け付け中k当日受け付け
　☆おはなしの日＝a２月１５日（水）
午後３時４５分〜４時１５分c絵本の読み
聞かせや素話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＝ace１６日（木）
午前１０時半〜１１時半が「観劇会（着ぐ
るみ劇）」、１歳〜４歳児（うさぎ・あ
ひる合同）、出演は「びっくり箱」。２３
日（木）午前１０時半〜１１時１０分が「ふ
れあい遊び」、１歳児（うさぎ）j動き
やすい服装で
　☆中高生年代バドミントン大会＝
a１８日（土）午後５時半〜６時半e中
学・高校生年代k受け付け中
　☆スポーツで元気＝ae２０日（月）
午前１０時〜正午が乳幼児、午後２時〜
４時が小学生c体操の先生と一緒に楽
しく体を使って遊ぼう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。
　☆わくわく赤ちゃん広場＝ace
２月２２日が「はいはいの会」、７カ月〜
１２カ月児とその保護者。３月１日が「ね
んねの会」、６カ月未満児とその保護者。
いずれも水曜日の午前１０時〜１１時半h
タオルj保育あり。先着３人。２月１５

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

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

日（水）午前１０時から受け付けk当日
直接会場へ
　☆手作り布おもちゃの会＝a３月７
日（火）午前１０時〜正午e乳児とその
保護者h縫い針・はさみj保育はあり
ませんk２月２７日（月）午前１０時から
同センターへ
 

　☆おはなし広場＝a２月２０日（月）
午前１１時〜１１時半cボランティアによ
る乳幼児向けの読み聞かせや手遊びk
当日直接会場へ
　☆なかよし広場＝ab２月２１日が
第一小学校、２８日が第六小学校、いず
れも火曜日の午前１０時〜１１時半c育児
の情報交換やしつけの話をしたり、地
域の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
　☆赤ちゃん広場＝a３月３日（金）
午前１０時〜１１時半cママ友達をつくり、
たくさんおしゃべりをしてストレスを
解消しましょう。体重測定や育児相談
を受けますe０歳児とその保護者hバ
スタオルk当日直接会場へ
　☆ちびっこ育児講座＝a３月１０日
（金）午前１０時〜１１時半c遊び・生活・
しつけなど子育ての悩みをテーマに話
し合います。一人で悩まず一緒に考え
ましょうe１・２歳児とその保護者f
先着１０組j保育あり（要予約）k３月
１日（水）午前９時半から同センター
へ
 

特別整理休館の知らせ
　蔵書点検のため、ひばりが丘図書館
は３月１日（水）・２日（木）、東部図
書館は８日（水）・９日（木）に休館し
ます。
　l中央図書館緯４７５・４６４６
第２回ウィキペディアタウン
in東久留米
　ウェブのフリー百科事典・ウィキペ
ディアで地域の記事を作成・編集しま
す。まち歩きと図書館での調査を行い、
編集します。
　a３月２６日（日）午前１０時〜午後５
時b中央図書館f先着２０人dウィキペ
ディア日本語版編集者g無料hパソコ
ンまたは電子タブレット（必須）、デジ
タルカメラ、モバイルルーター、電源
タップ（お持ちでない方は事前に問い
合わせてください）iウィキペディア
のアカウントを事前に作成してくださ
いk２月１５日（水）午前１０時〜３月２３
日（木）午後８時の開館時間中に、件
名を「ウィキペディアタウン申し込み」
と明記して、氏名・電話番号・持参可
能な機器を記入の上、ファクス（４７５・
６６３１）、電子メール（tosho@city.higash
ikurume.lg.jp）で送信、電話または直
接同館緯４７５・４６４６へl同館

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

女性のための健康講座
〜美しく健康に過ごすために〜
　女性の美しさや健康を保つ女性ホル
モンと、ライフステージの関係を知り、
いつまでも若々しく過ごしませんか。
エクササイズを通して大切な自分の身
体のことを見つめ直してみましょう。
　a３月１日（水）午前１０時〜正午b
わくわく健康プラザc保健師の講話と
運動指導士によるヨガ・ストレッチ
e３０歳〜４０歳代の女性f先着３０人hタ
オル、飲み物j動きやすい服装でk２
月１５日（水）〜２４日（金）に健康課保
健サービス係緯４７７・００２２へl同係
 

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１６日
が「雪遊び」、３・４歳児。２３日が「ひ
な祭り制作、１月〜３月生まれの誕生
日会」、１・２歳児。いずれも木曜日の
午前１０時半〜１１時半
　☆絵本だいすき＝a１７日（金）午前
１１時〜１１時２０分c絵本の読み聞かせと
紹介e２・３歳児d渡辺和子氏、中林
のり子氏

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

　☆おはなし会＝ae１８日、２５日のい
ずれも土曜日、午後２時からが幼児、
２時半からが小学生c絵本の読み聞か
せ、手遊びなど
　☆食育講座＝a２０日（月）午前１０時
半〜１１時半c管理栄養士による幼児期
の食育e幼児とその保護者f先着２０人
d野口久美子氏k受け付け中（電話可）
　☆ひよこタイム＝ac２１日（火）午
前１０時半〜正午が「絵本の読み聞かせ、
わらべ歌」、午前１１時〜正午が「親子の
触れ合いタイム」e０歳〜１歳児
 

　☆囲碁教室＝a２月１５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＝ac１６日が「ポイ
ントラリー」、２３日が「おひなさま作り」。
いずれも木曜日の午前１０時半〜１１時半
e幼児
　☆きらら＝a１７日（金）午前１０時半
からc幼児のつどいの参加シールを折
り紙で作りながら子育ての情報交換を
しますe幼児
　☆のびのびぐんぐん＝a２１日（火）
午前１０時半〜１１時cおひなさま作りe
１歳児
　☆将棋教室＝a２２日（水）午後３時
からe小学生d東久留米市将棋研究会
 

　☆赤ちゃんひろば＝ac①２月１５

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３
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「火災保険を使って屋根を修理
できる」と誘う住宅修理工事の
契約は慎重に
Ｑ．　自宅を訪問してきた事業者か
ら「火災保険を申請し、保険金が支
払われたら屋根の修理工事をする」
という契約を勧められました。この
契約は大丈夫なのでしょうか。
Ａ．　同様の相談が市内で増えてい
ます。火災保険は、損害保険会社や
共済組合などの募集に個人で加入し、
火事などで被害を受けたときに保険
金を受け取るものです。保険金の申
請は保険契約者本人が行い、保険会
社や共済組合が被害を査定して保険
金の支払いを決めます。火災保険の
補償は、契約内容によって異なりま
すが、台風や大雪、ひょう、竜巻な
ど自然災害による家屋や付属設備の
損害も補償する商品があり、これに
着目した営業活動と思われます。
　相談事例としては「火災保険金を
使えば自己負担ゼロ」と言われ契約

したが、「解約しようとしたら高額な
違約金を請求された」「工事着工前に
全額の支払いを請求された」「工事が
ずさんだった」「価格に見合った工事
だったのか疑問だ」などが挙げられ
ます。中には経年劣化が原因にもか
かわらず「自然災害で損傷した」と
虚偽の申請を勧める悪質な勧誘もあ
るようです。家屋の経年劣化は補償
対象ではなく、理由を偽って保険金
を請求すると詐欺に問われる可能性
もあります。
　こうした勧誘を受けた際は、まず
自分が契約している保険会社や共済
組合に自分で問い合わせ、補償対象
になるのかを確認しましょう。本当
に修理工事が必要なのかを確認する
ため、信頼のおける複数の事業者に
見積もりを取るなど、適正な価格を
調べましょう。訪問販売・電話勧誘
販売の場合は、契約書面を受け取っ
てから８日以内であればクーリング
オフが可能です。困ったら、消費者
センターにご相談ください。
《消費者相談》
●平日の午前１０時～正午、午後１時
～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１８８

　a３月２５日（土）午後５時１０分〜６時４０分c宇
宙からの電波を観測することで、私たちの住む銀
河系の姿が見えてきました。そして銀河系の中心
部に潜む巨大なブラックホールも。プラネタリウ
ムで最新天文学のお話をします。高校生向け相当
の内容を予定していますe小学５年生以上。　※
対象者以外の参加・同伴不可。f１５０人d国立天文

台水沢VLBI観測所所長で教授の本間希樹氏g入
館料５００円、このイベントに参加する高校生以下は
無料k３月１３日（月）（必着）までに、同館ホーム
ページ（http://www.tamarokuto.or.jp）または、
はがきに開催日・イベント名・郵
便番号・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、多摩六都科学館宛て郵送を
l同館緯４６９・６１００

◀
講
師
の
本
間
希
樹
氏

多摩六都科学館 ロクトサイエンスレクチャ多摩六都科学館　ロクトサイエンスレクチャーー
「「電波でせまる天の川銀河と巨大ブラックホール電波でせまる天の川銀河と巨大ブラックホール」」
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「第41回ちびっこ探険学校ヨロン島」
の参加者を募集します
　与論島の美しい自然の中で、全国か
ら参加する仲間との共同生活や野外活
動を通して、チャレンジする心を養い
ます。また、在日外国人小学生と共に
生活・活動することで、国際感覚を身
に付けます。
　a３月２６日（日）〜４月１日（土）
b鹿児島県大島郡与論島e小学２年〜
６年生f日本人小学生２００人、在日外国
人小学生１００人g発着地によって異な
りますk３月６日（月）までに電話ま
たはファクス（０３・６４１７・９７２４）で公
益財団法人国際青少年研修協会緯０３・
６４１７・９７２１へl同協会
立川防災館　立川消防フェア2017
　a３月４日（土）午前９時半〜正午
b立川防災館（立川市泉町１１５６－１）
c立川防災基地の紹介と消防演習、防
火体験などk当日直接会場へl同館緯
０４２・５２１・１１１９
特設行政相談所を開設します
　登記、相続、税金、年金などの相談
や、行政に関する苦情・意見・要望を
伺い、解決の促進を図ります。
　a３月１０日（金）午前１０時〜午後５
時（４時半まで受け付け）b東京総合
行政相談所（豊島区南池袋１－２８－１、
西武池袋本店７階）g無料k当日直接
会場へl同相談所緯０３・３９８７・０２２９
都消費生活調査員を募集します
　a任期は３０年３月までc次の３区分
のうち１つの調査と消費生活に関する
情報提供▼区分Ａ＝食品の表示状況の
店舗調査（５回）▼区分Ｂ＝商品・サ
ービスの表示・広告の調査（３回）▼区
分Ｃ＝都が提供するはかりによる生鮮
食品など１５点の内容量調査（６回）。謝
礼は調査１回３０００円他e都内在住で
４月１日時点で２０歳以上
の方（地方公務員は除く）
f５００人k２月２１日（火）
までに、用紙（様式自由）
に、住所・氏名・年齢・
職業・電話番号・希望区分（順位を付
けて複数可）・応募動機（３００〜４００字程
度）・情報の入手先を記入の上、〒１６３
－８００１、都生活文化局消費生活部宛て
郵送、または東京くらしWEBホームペ
ージで申請をl同部緯０３・５３８８・３０７６
都水道局
「お知らせ」票の様式と
請求書のお届け方法が変わります
　４月から「水道・下水道使用料等の
お知らせ」（検針票）が横型になり、後
日郵送していた請求書を定期検診時に
検針員が届けます。これに伴い、請求
書の様式、発行日なども変更されます。
詳細は同局ホームページ（http://ww
w.waterworks.metro.tokyo.jp/topics/
２０１６１２０１-０２.html）をご覧ください。
　l同局多摩お客さまセンター緯
０５７０・０９１・１０１、または緯０４２・５４８・
５１１０
都税についてのお知らせ
①個人住民税の寄付金税額控除を受け
るには確定申告が必要です
　地方自治体や一定の団体などに対し
て２０００円を超える寄付をした場合、個
人住民税の税額控除を受けることがで
きます。税額控除を受けるためには、
確定申告書の「住民税に関する事項」
欄に寄付先および寄付金額などを記載
し、領収書などを添付の上、税務署に
申告する必要があります。
　l都主税局課税指導課緯０３・５３８８・
２９６９

②２９年度定期課税分自動車税の障害者
減免申請の受け付けを行っています
　身体障害者手帳、愛の手帳、精神障
害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお
持ちの方で、一定の要件を満たす場合、
自動車税・自動車取得税の減免を受け
られます。
　a５月３１日（水）までj自動車を新
たに取得した場合の申請期間は、登録
した日から１カ月以内ですl都自動車
税コールセンター緯０３・３５２５・４０６６
③都税の納付には、安心・便利な口座
振替をご利用ください
　口座振替は、利用している預貯金口
座から、納期の末日（納期限）に自動
的に納税できる便利な制度です。
　l都主税局納税推進課緯０３・３２５２・
０９５５
④点字で課税の内容をお知らせします
　都主税局では、納税通知書の内容を
点字でお知らせしています。
　kl同局総務課相談広報班緯０３・
５３８８・２９２４へ
中小企業退職金共済制度を
ご利用ください
　中小企業退職金共済制度は、中小企
業の事業主が、従業員の退職金を計画
的に準備できる国の退職金制度です。
　【特徴】掛け金の一部を国が助成▼掛
け金は全額非課税、手数料も不要▼社
外積み立て型なので管理が簡単▼パー
トタイム労働者の加入も可
　kl独立行政法人勤労者退職金共
済機構中小企業退職金共済事業本部緯
０３・６９０７・１２３４へ
知っていますか？建退共制度
　建退共制度は、中小企業退職金共済
法に基づき、建設現場労働者の福祉の
増進と建設業を営む中小企業の振興を
目的として設立された退職金制度です。
詳細は建退共ホームページ（http:// 
www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/）を
ご覧ください。
　l建設業退職金共済事業東京都支部
緯０３・３５５１・５２４２

よもう！あそぼう！かがくの本
　今月のテーマは「磁石のふしぎ」です。
磁石には何がくっつくのかな。くっつ
いたり離れたり、磁石の力を試してみ
よう。
　a３月５日（日）午前１０時半〜１１時
半b中央図書館e小学校低学年g無料
k当日直接会場へl同館緯４７５・４６４６
 

スポーツセンター
プール一般開放中止のお知らせ
　３月１日（水）・２日（木）はプール
設備改修のため、プール一般開放を中
止します。２日（木）午後１時以降は
開放します。ご理解・ご協力お願いし
ます。
　l同センター緯４７０・７９００
クライミングウォール使用認定会
　a３月３日（金）午後７時〜９時b
スポーツセンターe高校生年代以上
で、リードクライミング技術を習得し、
グレード５.１０前半程度が完登できる方。
　※未成年者は保護者の同意が必要で
す。f１０人g１,３００円（施設使用料・保
険代など。当日集金）h認め印、用具
を持っている方は持参してくださいj
判定員は市山岳連盟k２月２４日（金）
までに電話で市体育協会緯４７０・２７２２
へl同協会
なごり雪スキー
～市スキー連盟主催
　a３月１７日（金）午後８時集合（市
役所前）〜２０日（祝）午後７時帰着予
定b志賀高原スキー場（宿泊はホテル
山楽緯０２６９・３４・２２１７）e中・上級者
f先着３０人g一般３万９,０００円、会員は
２,０００円引き（２.５泊６食付き。リフト代
別）kl３月１日（水）までに、電話
またはファクスで同連盟・榎本緯４７４・
９１９７（ファクス同）または緯０９０・６０２８・
５１１０へ。受け付け後、東京みらい農協
東久留米駅前支店（普通）３０４６４７９「東
久留米市スキー連盟」に参加費を振り
込んでください（振込時の氏名はフル
ネームで）
 

東部演芸館
〜笑って和んで愉しんで〜
　a３月５日（日）午後２時〜３時半
b東部地域センター講習室c 箏 ・１７絃

こと

箏・尺八・三絃・篠笛などの和楽器に
よる演奏会と慶應義塾大学落語研究会
ОＢによる落語二題g５００円k同セン
ターでチケット頒布中l同センター緯
４７０・８０２０
「くるくるチャンネル」の
運営委員を募集します
　a任期は４月から２年間cサイトの
管理運営、事業などの企画立案・実施、
運営委員会への出席（年６回程度）、日
々の連絡、イベントへの出店の立案・
実施など。詳細はくるくるチャンネル
（http://kuru-chan.com/）をご覧くだ
さいe市内在住・在勤の１８歳以上で市
民活動に参画し、電子メールで連絡が
取れる方f若干名k３月１０日（金）ま
でに、件名「コミュニティサイト運営
委員の募集」・住所・氏名・年齢・連絡
先を記入の上、「市民活動」をテーマに
した小論文（６００〜８００字）を電子メー
ルで事務局（kuru-chan@jcom.zaq.ne. 
jp）宛て送信をl生活文化課市民協働
係緯４７０・７７３８

さいわい福祉センター
「さをり織り講座」利用者募集
　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６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
交通・労務災害遺児サポート事業
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
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月に小学２年〜６年および中学
２・３年に進級する児童・生徒c金額
＝１人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c
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≫
　a申請期間＝２月１３日（月）〜３月
１０日（金）の午前９時〜午後４時半b
申請会場＝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）または中央町
地区センター（火曜日を除く午前９時
〜午後４時半）h必要書類＝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戸籍謄本の写し
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対象者の生年月
日が分かるもの⑥印鑑l同協議会相談
支援担当緯４７９・０２９４
 

自衛官募集（29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歳未満の男女、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（水）〜５月５日（祝）▼試験
日　１次試験が５月１３日（土）・１４日
（日）、２次試験が６月１３日（火）〜１６
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　４
月７日（金）まで▼試験日　４月１４日
（金）〜１８日（火）のいずれか１日
　kl防衛省国分寺募集案内所緯
０４２・３２４・１０１０へ
国の教育ローン
　国の教育ローンは、高校・大学など
へ入学または在学する学生・生徒の保
護者向けの公的融資制度です。入学時
や在学中に掛かる費用を固定金利で利
用できます。融資対象の学校と利用で
きる世帯の年収に要件があります。
　c融資限度額＝学生・生徒１人につ
き３５０万円▼利率＝年１.８１％（２８年１１月
１０日現在）▼返済期間＝１５年以内l日
本政策金融公庫「国の教育ローン」コ
ールセンター緯０５７０・００８６５６、つなが
らない場合は緯０３・５３２１・８６５６

ガ イ ド


