
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）

829.　3.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

狂犬病予防集合注射のお知らせ
　生後９１日以上の飼い犬は、飼った日
から３０日以内に登録を行い、年１回の
狂犬病予防注射を受けることになりま
す。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。登録している方
には個別で通知を発送します。
　ab右表１の通り。雨天などで中止
の場合は、開始時刻１５分前に判断し、
各会場へお知らせしますg予防注射
３,１００円▼注射済票交付５５０円▼新規登
録３,０００円▼鑑札再交付１,６００円h飼い
犬の注射済票交付申請書（黄色のはが

き）i表１の会場での集合注射は、市
内在住の方の飼い犬が対象です。雨天
などで中止の場合や集合注射日に都合
の悪い場合は、市獣医師会に加入して
いる動物病院（右表２参照）で、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j①会場には、多くの犬が集まるた
め、犬が興奮することがあります。犬
の性格や健康状態を把握していて、犬
をしっかり抑えられ
る方が連れて来てく
ださい②小さなお子
さんの同行は避けて
ください③首輪や胴
輪が緩すぎたり、引き綱（リード）か
ら離れて犬が脱走したり、他の犬など
に噛みついたりしないよう注意してく
ださい。長く伸びるリール式リードは

ストッパーをきちんとかけてください
④異常のある犬、妊娠中の犬、予防注
射後に異常の出たことのある犬は、注
射前に獣医師に申し出てください⑤犬
のふんを始末する袋などを用意し、飼
い主が責任をもって持ち帰ってくださ
いl健康課予防係緯４７７・００３０

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）

【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

広告欄　内容については広告主にお問い合わせください

【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３月１日現在＞　人口１１６,７６６人（うち外国人１,８０９人）／前月比７７減
男５７,０８６人／前月比４２減　女５９,６８０人／前月比３５減　世帯数５３,２４３／前月比１３減
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３　３００

３月20日（春分の日）のごみ収集は
　３月２０日は月曜日の祝日ですが、通常通り該当地区についてごみの収集を行い
ます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。

表１　飼い犬の登録および狂犬病予防集合注射日程
時間所在地会場日程

午前９時半～１０時２０分滝山４－３－１４わくわく健康プラザ駐車場

４月１７日（月） 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）

午後１時２０分～２時大門町２－１４－３７スポーツセンター駐車場

午前１０時半～１１時半中央町２－６－２３生涯学習センター駐車場
４月１８日（火）

午後１時１５分～２時１５分滝山７－２４白山公園（第七小学校側）

表２　注射、注射済票交付、新規登 
　　　録ができる動物病院

電話番号所在地病院名

４７１・００３１中央町
４－８－１０いそべ動物病院

４５３・８１１１中央町
２－６－５０かざま動物病院

４７４・０５３３東本町
４－９田中動物病院

４７３・７０７８中央町
１－１－４９トオヤ動物病院

４７１・６３０６中央町
１－３－１山村獣医科

４７７・３４４３八幡町
３－３－１２くるめ動物病院

４７５・５５６２下里
５－９－１５どんぐり動物病院

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。
　３月１９日＝石橋クリニック（東本町８－９、☎４７７・５５６６）
　３月２０日＝福山内科クリニック（新川町１－９－２２、緯４７０・９１７７）
　３月２６日＝山口内科・呼吸器科クリニック（本町３－１２－２、☎４７２・２３８６）
【歯科】
　３月１９日・２０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）
　３月１９日・２６日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　３月２０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.　3.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

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
 

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。
 

　☆絵本だいすき＝a３月１７日（金）
午前１１時〜１１時２０分c絵本の読み聞か
せ、紹介などe２・３歳児d渡辺和子
氏、中林のり子氏
　☆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
　☆音楽の日＝a１９日（日）午後２時
半〜３時半cリズム遊び。ハンドベル
を使って「音」を楽しもうe幼児〜高
校生年代d春田直江氏
　☆春の遠足＝a２９日（水）午前１０時
〜午後４時予定。雨天決行bロッテ工
場見学（埼玉県狭山市）f２０人g４００円
（交通費）j準備会は２２日（水）・２４日
（金）のいずれも午後２時からk３月
１５日（水）午後３時から受け付け
　☆忘れ物のお知らせ＝２３日（木）〜
３０日（木）に、忘れ物を受け付け前に
置いておきます。心当たりのある方は、
確認してください
　☆臨時閉館のお知らせ＝２０日（祝）
は地域センター設備点検のため、２９日
（水）は春の遠足（雨天決行）のため
閉館します
 

　☆囲碁教室＝a３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
　☆工作の日＝a１７日（金）午後２時
からと１８日（土）午後１時半からcカ
ラーゴムバンド作りe小・中学生
　☆おはなし会＝a２１日（火）午後４
時からc素話、絵本の読み聞かせ、手
遊びe小・中学生
　☆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
　☆スカットボール教室＝a２９日（水）
午後１時半からe小・中学生f先着６０
人d丸実会k当日受け付け

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

 

　☆赤ちゃん広場＝a３月１５日（水）
午前１０時半〜１１時半c親子のコミュニ
ケーションワークとティータイムe０
歳児とその保護者d炭田契恵子氏h飲
み物k当日受け付け
　☆サッカーバレーの日＝a１８日（土）
午後３時からe小学生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j協力は、みくりお
はなしの会
　☆将棋大会＝a２２日（水）午後３時
半からcトーナメント戦e小学生〜高
校生年代k当日受け付け
　☆中高生年代クッキング＆卒業パー
ティ＝a３０日（木）午後４時半からc
みんなで料理をして、卒業パーティを
しますe中学・高校生年代k当日受け
付け
　☆臨時閉館のお知らせ＝２０日（祝）
は東部地域センター設備点検のため、
２８日（火）は小学生遠足（雨天決行）
のため閉館します
 

　☆交通安全・防犯教育の日＝a３月
１８日（土）午後３時からc春休みに向
けて交通安全と防犯教育の話をします
e４歳児（保護者同伴）〜高校生年代
k当日受け付け
　☆中高生年代バスケ大会＝a１８日
（土）午後５時半からe中学・高校生
年代h屋内用シューズk受け付け中
　☆工作の日＝a１９日（日）午前１０時
〜午後３時半cプラ板工作e小学生k
当日受け付け
　☆小学生卒業を祝う会＝a２９日（水）
午後３時からc中学校進学に向けての
お話e小学６年生k受け付け中
　☆環境整備の日＝a３０日（木）午後
３時半からcみんなで児童館をきれい
にしますe４歳児（保護者同伴）〜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。
　☆わくわく赤ちゃん広場＝ace
３月２２日（水）が「はいはいの会」、７
カ月〜１２カ月児とその保護者。４月５
日（水）が「ねんねの会」、６カ月未満
児とその保護者。いずれも午前１０時〜
１１時半hバスタオルj保育あり（先着
３人）。３月１５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＝a４月４
日（火）午前１０時〜正午e乳幼児とそ
の保護者f先着２０組h裁縫箱・はさみ
j保育はありませんk３月２２日（水）
午前１０時から同センターへ

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

（ ）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

食事相談・健康相談（保育付き）
　a３月２１日（火）午後１時半〜３時
４５分（１人３０分程度）bわくわく健康
プラザc乳幼児期〜高齢期の食事や、
健康に関する個別相談。体組成の測定
（体脂肪率や筋肉率など）h健康診断
の結果表、食事記録などkl電話で健
康課保健サービス係緯４７７・００２２へ
３〜４カ月児健診・産婦健診
　a３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e２８
年１１月６日〜３０日生まれの乳児l健康
課保健サービス係緯４７７・００２２
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、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
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されます。言われるままにギフト券
を購入し、その番号を相手に伝えて
しまうと直ちに換金され、おかしい
と気付いたときには、そのお金を取
り戻すことは大変困難です。
　身に覚えのない請求メールが届い
た場合、まずは冷静になりましょう。
その場でメール記載の「○○総合受
付」や「○○相談窓口」と称する連
絡先に電話をするのはやめましょう。
ギフト券を購入してその番号を知ら
せるという方法は、ほぼ詐欺の手口
と思いましょう。
　「身に覚えがないけれど、これだけ
払って終わりにしよう」という考え
は危険です。うまく個人情報を聞き
出され、１度で終わらなくなる可能
性があります。
　こうした架空請求の相談が急増し
ているため、都や消費者庁では消費
者安全法および都消費生活条例によ
る調査を行っています。都の消費生
活サイト「東京くらしWEB」や消費
者庁ホームページでは悪質な手口に
ついて随時注意喚起情報を掲載して
いますので、ぜひご覧ください。不
審なメールや電話があったときは、
迷わず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

 

実在の会社名をかたる架空請求
メールにご注意ください
Ｑ.　携帯電話に「有料動画の閲覧料
金が未納であり、本日中に連絡しな
いと身辺調査および強制執行の法的
措置に移行する」というメールが届
きました。自分には身に覚えがあり
ません。どうしたらよいですか。
Ａ.　実在の会社名をかたり、SMS
（携帯電話番号を宛先にして送受信
するメッセージサービス）によって
架空の動画利用料を請求する詐欺と
思われます。実際に動画配信事業を
している有名な事業者名をかたるた
め、消費者は「もしかして知らない
うちにアクセスしたのかもしれな
い」と怖くなります。さらに身辺調
査や法的措置といった言葉に動揺し、
メールに記載された電話番号に連絡
すると、「有料動画サイトの閲覧履歴
がある」と嘘を言われ、「その料金を
今すぐ支払えば安くする」などと金
銭の支払いを要求されます。「この電
話をつないだまま近所のコンビニに
行ってくれ」と言われ、そのまま出
向くとチケット端末機器で大手通販
会社のギフト券を購入するよう指示

４月１日（土）から
夕焼けチャイムの
放送時間が

午後４時２０分から
５時２０分に変わります

音楽会「 真  知  亜  ＠ 
ま ち あ アット

 ｎａｋａｍａ. 」〜楽器の魅力〜
ナ 　 カ 　 マ

　ＮＨＫ交響楽団所属のヴァイオリニスト、齋藤真知亜氏による音楽会です。
　「ヴァイオリン」「ヴィオラ」「チェロ」「ピアノ」それぞれの楽器の魅力を
存分に堪能できる曲目です。同氏の「ｎａｋａｍａ」たちとのアンサンブル
による極上の音楽が奏でられます。
　a５月４日（祝）午後１時半〜３時半（１時開場）b生涯
学習センターホールc出演＝齋藤真知亜氏（他３人）f５００
人g一般１,３００円、学生３００円（全席自由）i未就学児は入場
できませんkl３月１５日（水）午前９時から電話または直接
同センター緯４７３・７８１１へ

◀
齋
藤
真
知
亜
氏
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　☆なかよし広場＝a３月２１日（火）
午前１０時〜１１時半b第一小学校c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
　☆おはなし広場＝a３月２７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
　☆赤ちゃん広場＝a４月７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＝a４月１４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）k４月
３日（月）午前１０時から同センターへ
 

春休み「マンガのへや」プラス＋
　中央図書館では、期間限定で展示し
てある本を自由に読むことができる
「マンガのへや」をオープンします。
今回のテーマは「マンガ＋活字」。漫画
以外にも本から広がる世界を楽しんで
みませんか。
　a３月１８日（土）〜４月９日（日）
の午前１０時〜午後５時
（月曜日の午前と水曜
日の午後は閉鎖、金曜日
は休館）b中央図書館１
階おはなし室g無料k
当日直接会場へl同館
緯４７５・４６４６
2017　春休み人形劇
　ボランティアグループ「おはなしく
ぬぎ」と「人形劇けやき座」による人
形劇を今年も開催します。
　a３月２８日（火）午前１１時〜正午と
午後１時半〜２時半の２回公演b中央
図書館１階視聴覚ホールcプログラム
＝さるかに（おはなしくぬぎ）・こぎつ
ねコンとこだぬきポン（人形劇けやき
座）g無料k当日直接会場へl同館緯
４７５・４６４６
読書会「五重塔」
　幸田露伴の「五重塔」の読書会を開
催します。
　a４月１６日（日）午後２時から（１
時半から受け付け）b西部地域センタ
ー３階第２・第３講習室e中学生以上
g無料i駐車場はありませんkl電
話または直接滝山図書館緯４７１・７２１６
へ
 

市民ユニカール大会
〜市ユニカール協会主催
　氷上ではなく、カーペット上でのカ
ーリングです。３人１組の競技ですが、
１人でも参加できます。誰でも手軽に
楽しめます。参加賞もあります。
　a３月２９日（水）午前９時からb青
少年センターe市内在住の方g５００円
（施設使用料、保険代など）。当日集金
h上履きkl３月１５日（水）〜２４日（金）
に電話で市ユニカール協会・宇田川緯

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

４７３・２４６１（当日会場で受け付けも可）へ
市民お楽しみ卓球大会＆小学生大会
〜市卓球連盟主催
　a４月１５日（土）午前９時開場bス
ポーツセンターc種目＝①お楽しみ
チーム戦（男子・女子・ミックスダブ
ルス）②中学生大会③小学生大会シン
グルスe市内在住・在勤・在学の方　
※①は高校生以上。g１人５００円（小・
中学生は無料）j個人でも申し込み可
（当日大会本部でチーム編成します）
k４月８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、在勤の方は勤務先、小・中学
生は学校名を記入の上、〒２０３－００５１、
小山１－９－２、笹川由紀子宛て郵送
をl同連盟・笹川緯４７１・１０５２
春季バスケットボール大会
〜市バスケットボール連盟主催
　a４月２２日（土）、５月３日（祝）・
５日（祝）のいずれも午前９時〜午後
６時５０分bスポーツセンターe市内
在住・在勤で１８歳以上の方（高校生不
可）で編成されたチームg１チーム
５,０００円。連盟非登録チームは別途３,０００
円j抽選会を４月８日（土）午後６時
半からスポーツセンター３階会議室で
行いますkl同連盟事務局・貫井緯
４７４・１１１１へ
くるる親睦市民ゴルフ大会
〜市勤労市民共済会主催
　a４月２６日（水）b富貴ゴルフ倶楽
部（埼玉県比企郡吉見町）f市内在住
在勤の方f４８人（１２組）。１人から参加
受け付けg１万円（プレー代・昼食・
パーティー代など総額）kl４月３日
（月）〜１２日（水）の正午〜午後１時
を除く午前９時〜午後５時に、同共済
会（市役所５階）緯４７０・７７７７（内線４９５０・
４９５１）へ
 

「初心者のためのスマホ教室」を
開催します
　「スマホデビュー」をサポートします。
タッチパネルの触り方から「動画アプ
リ」の見方まで、「スマホ」を体験でき
ます。スマートフォンは主催者が用意
します。
　a３月２２日（水）午後２時〜４時b
市民プラザ会議室g３００円f先着２０人
kl同プラザ緯４７１・７２１０へ
尺八とギター
〜春爛漫演奏会〜
　歌謡界の人気タレントのバックバン
ドとして活躍中のメンバーが、市民プ
ラザにやって来ます。
　a４月９日（日）午後２時〜４時
（１時半開場）b市民プラザホールc
出演＝素川欣也氏（尺八）、小池進氏と
JJグループ（ギター・ドラム・ベース）
▼主な演奏曲＝「コンドルは飛んでい
く」「リベルタンゴ」「悲しい酒」「リン
ゴ追分」「情熱大陸」「スペイン」ほか
f１００人g１,１００円 （ドリンク代を含む）
k市民プラザ、東部・西部・南部の各
地域センターで入場券頒布中l同プラ
ザ緯４７０・７８１３
「みんなのうたごえ」を開催します
　アコーディオンの伴奏で誰もが知っ
ている唱歌や歌謡曲をみんなで歌いま
す。他にも「脳トレゲーム」や「お笑
いトーク」で楽しみましょう。
　a４月８日（土）午後１時半〜３時
半b西部地域センター第２・第３講習
室f先着７０人d馬場節生氏g２００円h
飲み物k３月１５日（水）午前９時から

同センター（当日会場でも受け付け可）
へl同センター緯４７１・７２１０
まろにえ★ぴよぴよコンサート
　ベビーカーのまま入場でき、ママも
パパもリラックスして音楽を楽しめる、
親子で参加可能なコンサートです。
　アニメの主題歌など、親しみのある
楽曲の演奏をはじめ、多彩なプログラ
ムです。家族みんなで楽しみましょう。
　a４月１５日（土）午前１１時〜正午
（１０時半開場）b生涯学習センターホ
ールc出演＝ブラス・エクシード・ト
ウキョウf先着２００人g１,０００円（０歳
児〜小学生は５００円）kl３月１５日（水）
午前９時から電話または直接同センタ
ー緯４７３・７８１１へ
多摩六都科学館
①春の特別企画展「Zoooooom！
〜みるみる大きくしてみると？〜」
　みるみる大きくしてみると、見えな
いものが見えてくる？さまざまな目で
ズームして、世界の不思議をのぞいて
みよう。
　協力は東京大学宇宙線研究所、日本
電子株式会社、
科学写真家の伊
知地国夫氏、ミ
クロワールドサ
ービスの奥修氏、
プリミティブメ
ディアアーティ
ストの橋本典久
氏。
　a３月１８日（土）〜５月７日（日）
の午前９時半〜午後５時。　※ただし
４月１４日（金）・１８日（火）〜２１日（金）
・２５日（火）〜２８日（金）は閉場。b
多摩六都科学館イベントホールg大人
５００円、４歳児〜高校生２００円j４月の
休館日は１０日（月）〜１３日（木）・１７日
（月）・２４日（月）k当日直接会場へl
同館緯４６９・６１００
②ロクトサイエンスレクチャー
「Zoooooom！inニュートリノ
〜幽霊素粒子が教えてくれる宇宙
のすがた〜」
　２０１５年のノーベル物理学賞を受賞
した梶田隆章氏に、素粒子の１つであ
るニュートリノやその観測装置などに
ついて伺います。高校生向け相当の内
容を予定しています。
　a４月１５日（土）午
後６時〜７時半e新小
学５年生以上f１８０人
d東京大学宇宙線研究
所長の梶田隆章氏g５００円、このイベン
トに参加する高校生以下は無料j共催
は東京大学宇宙線研究所k４月６日
（木）までに（必着）、同館ホームページ
（http://www.tamarokuto.or.jp/）ま
たは、はがきにイベント名・郵便番号・
住所・氏名（フリガナ）・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
 

家内労働委託状況届は４月30日ま
でに届け出を
　家内労働者へ仕事（内職など）を委
託している事業主は、毎年４月１日現
在の家内労働者数などについて、「委託
状況届」を労働基準監督署に提出する
ことが義務付けられています。４月３０
日（日）までに提出してください。
　l東京労働局賃金課家内労働係緯

ガ イ ド

０３・３５１２・１６１４または最寄りの労働基
準監督署
第217回都都市計画審議会の
傍聴者を募集します
　a５月１９日（金）午後１時半からb
都庁会議室f１５人（事前抽選）k４月
２１日（金）までに（消印有効）、往復は
がき（１人１通のみ有効）に住所・氏名・
電話番号を記入の上、〒１６３－８００１、
都都市整備局都市計画課宛て郵送を
　※付議予定案件は都都市整備局ホー
ムページ（http://www.toshiseibi.met 
ro.tokyo.jp/keikaku/shingikai/yotei.
htm）または都都市計画課緯０３・５３８８・
３２２５へ問い合わせてください。個人の
プライバシーに関わる案件などがある
場合は、会議が一部非公開になること
があります。l同課
個別無料税務相談会
〜東京税理士会東村山支部主催
　相続税・贈与税・所得税など、さまざ
まな税の相談に税理士がお答えします。
　a毎月２・３回。水曜日午前１０時〜
午後４時b東京税理士会東村山支部
（東村山市本町１－２０－２７）i時間に
制限がありますので、複雑な相談は別
途有償で税理士に依頼してくださいk
同支部ホームページ（http://higashim
urayama-zeirishikai.jp）をご確認の上、
申し込みをl同支部緯０４２・３９４・７０３８
2017年度春　JICAボランティア
「体験談＆説明会」
　青年海外協力隊・シニア海外ボラン
ティアの制度や内容について説明会を
行います。
　a①３月２６日（日）午前１０時半から
と午後２時から②３月２９日（水）午後
７時からb①がJICA市ヶ谷ビル２階
国際会議場（新宿区市谷本村町１０－５）
②がAP東京丸の内日本生命丸の内ガ
ーデンタワー３階会議室（千代田区丸
の内１－１－３）g無料k当日直接会
場へlJICA青年海外協力隊事務局募
集課緯０３・５２２６・９８１３
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