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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）

30.　12.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。
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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

人口と世帯＜平成３０年１２月１日現在＞　人口１１６,９１１人（うち外国人２,０６９人）／前月比８７増
男５７,１０９人／前月比４２増　女５９,８０２人／前月比４５増　世帯数５４,２２８／前月比６０増

お子さんの予防接種
①日本脳炎（特例措置）
　日本脳炎ワクチンの積極的勧奨を控
えていたことにより、接種機会を逃し
てしまった平成１９年４月１日以前に生
まれた方で、接種が完了していない場
合は、２０歳の誕生日の前日までに接種
をご検討ください。３０年度は次の方を
対象に勧奨を行っています。
　e１４歳・１５歳（１５年４月２日〜１７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）、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回することで予防効
果が高まります。３０年度は、次の対象
者へ個別通知を発送します。
　e第１期＝２９年４月１日～３０年３月
３１日生まれの方▼第２期＝２４年４月２
日～２５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
《①・②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
食事相談・健康相談（保育付き）
　働く世代の生活習慣病予防や、健康
について見直したい方の食事・健康相
談を実施しています。本人のほか、家

族からの相談もできます。子育て中の
方も気軽にご利用ください。
　a３１年１月８日（火）午前９時～１１
時１５分（１人３０分程度）
bわくわく健康プラザc
生活習慣病予防や健康づ
くりに関する個別相談。
体組成（体脂肪率や筋肉
率など）の測定h健康診断の結果表、
食事記録などj生後６カ月～未就学児
の保育ありkl電話で健康課保健サ
ービス係緯４７７・００２２へ
１月のプレ・パパママクラス
　３１年１月２６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、交流会＝
a１５日（火）午後０時半～４時
　◎プレ・ママクッキング＝a２２日
（火）午前９時１５分～午後２時c妊娠
中の栄養と食事の話、調理実習g５００円
（食材費）
　◎お風呂の入れ方、妊婦疑似体験、
交流会＝a２６日（土）午後０時半～４時
　◎妊婦歯科健診＝a２９日（火）午後
１時１５分～３時
　《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

広告欄　内容については広告主にお問い合わせください

昭和病院・保健昭和病院・保健所所
公立昭和病院
　１２月２９日（土）〜３１年１月３日（木）の一般外来診療を休診します。救急
診療は通常通り行いますが、重症重篤患者を優先的に診療します。来院の際は、
あらかじめ電話でご確認ください。詳しくは同病院☎０４２・４６１・００５２へ。
多摩小平保健所
　１２月２９日（土）〜３１年１月３日（木）は休業します。詳しくは同保健所☎
０４２・４５０・３１１１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】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）
　１２月１６日＝いくせ医院（新川町１－４－１８、☎４７１・２３０４）
　１２月２３日・２４日・３０日・３１日、１月１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）
　１月２日＝山口内科・呼吸器科クリニック（本町３－１２－２、☎４７２・２３８６）
　１月３日＝石橋クリニック（東本町８－９、☎４７７・５５６６）
　１月６日＝水野胃腸クリニック（本町３－８－１９、☎４２０・６５２７）
【歯科】
　１２月１６日・２３日・２４日・２９日・３０日・３１日、１月１日・２日・３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）
休日準夜間診療医療機関（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１６日・２４日・３０日、１月１日・３日
　　＝滝山病院（滝山４－１－１８、☎４７３・３３１１）
　１２月２３日・２９日・３１日、１月２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
　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）

年末年始特集－ごみの収集と医療・保年末年始特集－ごみの収集と医療・保健健

ごみの収集を通常通り行うのは、

年末は１２月２８日（金）まで・年始は１月４日（金）から
　収集漏れを防止するため、収集日当日の朝（午前８時半まで）のごみ出し

に、ご協力をお願いします。また、１２月２４日は月曜日の休日ですが、通常通

りごみの収集を行います。小型廃家電類を除く全品目が戸別収集です。

年末年始を気持ちよく過ごせるよう、ルールを守ってごみを出してください。
詳しくはごみ対策課緯４７３・２１１７（粗大ごみの申し込みは緯４７３・２１１８）へ。

ごみ収集年末年始カレンダー（×印の日は収集業務を行いません）

日土金木水火月
２３２２２１２０１９１８１２／１７
３０２９２８２７２６２５２４
６５４３２１／１３１

【東地区】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、南沢、中央町

【西地区】小山、幸町、前沢、南町、
滝山、下里、柳窪、野火止、八幡町、
弥生

東地区
容器包装プラスチック・
PETボトル

［月曜日］

燃やせるごみ・びん［火曜日］
燃やせないごみ・有害ごみ［水曜日］
缶・紙類・布類［木曜日］
燃やせるごみ・びん［金曜日］

西地区
燃やせるごみ・びん［月曜日］
容器包装プラスチック・
PETボトル

［火曜日］

燃やせないごみ・有害ごみ［水曜日］
燃やせるごみ・びん［木曜日］
缶・紙類・布類［金曜日］

▼粗大ごみ・ 剪  定 枝の収集…表１の通り　▼し尿のくみ取り…表２の通り
せん てい

収　集　日申込日
１２月２８日（金）までに収集します１２月２１日（金）まで

粗大
ごみ 一部地域を除き、年明けになります。

申込時にご確認ください１２月２４日（休）〜２８日（金）

１２月２５日（火）までに収集します１２月２１日（金）まで
剪定枝 一部地域を除き、年明けになります。

申込時にご確認ください１２月２４日（休）〜２８日（金）

表１　粗大ごみ・剪定枝の収集日程

年始開始日年末最終日
３１年１月４日（金）から１２月２８日（金）まで

表２　し尿のくみ取り日程

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
保険証がないと自費診療になります
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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

30.　12.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。
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接会場へ
 

乳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。
 

　☆クリスマスお楽しみ会＝a１２月１６
日（日）午後２時半～４時cハンドベル、
合奏、レクリエーションゲームなどe
小学生j当日は通常利用できません。
詳細は「お便り」、館内掲示などをご覧
くださいk当日受け付け
　☆ハンドメイドの日＝a２３日（祝）
午後１時半～４時半cスノードーム作
りe小学生f１５人k受け付け中
　☆音楽の日＝a３１年１月６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」を楽しむe幼
児～高校生世代d春田直江氏
　☆おもちつき大会＝a３１年１月２０日
（日）正午～午後２時c餅つき体験、
実食、正月遊びe幼児（保護者同伴）
～高校生世代f先着２５０人h整理券i
当日は児童館の通常利用はできません
k３０年１月５日（土）午後１時から整
理券を配布（電話不可）
　☆ベビーマッサージ＝a３１年１月１１
日（金）午前１０時～１０時４０分と１１時～

あおぞら（ ）前沢４－２５－８
電話４７１・７０７１

１１時４０分e２カ月～９カ月児とその保
護者f各回先着８組d鈴木あゆみ氏h
バスタオルj動きやすい服装でk３１年
１月４日（金）午前１０時から受け付け
（電話可）
 

　☆のびのびぐんぐん＝a１２月１８日
（火）午前１０時半～１１時cお楽しみ会
e１歳児i市販のおやつを配布します
ので、アレルギーなどが心配な方は問
い合わせてください
　☆おはなし会＝a１８日（火）午後４
時からc素話、絵本の読み聞かせ、手
遊びなどe小学生dおはなしくぬぎk
当日受け付け
　☆交通安全・防犯教育の日＝a２１日
（金）午後４時からc交通安全のお話
をしますe小・中学生
　☆中高生世代会議＝a２５日（火）午
後５時半からc児童館の運営について
意見を聴かせてくださいe中学・高校
生世代
 

　☆ぴよぴよママの会＝a１２月１９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。前日までに要予約（電話可）k
当日受け付け
　☆交通安全・防犯教育の日＝a２５日
（火）午後３時半からc冬休みに向け
て交通安全と防犯のお話をしますe４
歳児（保護者同伴）～高校生世代k当
日受け付け
　☆環境整備の日＝a２７日（木）午後
３時半からc公園と児童館を清掃後、
すいとんを食べますe４歳児（保護者
同伴）～高校生世代k当日受け付け
　☆もちつき大会＝a３１年１月１３日
（日）午前９時４５分～午後０時半c雑
煮提供（時間交代制）、餅つき体験（２
回実施。各回３０人。子ども優先で希望
者のみ）、正月遊びe地域の方、４歳以
上の方（幼児は保護者同伴）f先着２００
人g無料h「お雑煮券」、靴袋i当日は
児童館の通常利用はできませんk１２月
２２日（土）午前１０時から「お雑煮券」
を配布（電話不可）
 

　☆環境整備の日＝a１２月１６日（日）
午後３時半からc児童館をきれいにし
ようe小学生以上j動きやすく汚れて
もいい服装で
　☆おはなしの日＝a１８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
　☆卓球大会＝a１９日（水）午後３時
半からe小学生
　☆交通安全・防犯教育の日＝a２２日
（土）午後３時からc冬休みを安全に過
ごすためのお話e小学生～高校生世代
　☆将棋の日＝a２６日（水）午後３時
からe小学生

（ ）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

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

３歳児健診
　a１２月２０日（木）午後０時半～１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２７
年１１月２８日～１２月１９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
子ども相談
　a３１年１月８日（火）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お受けし
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
 

 

　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＝a３１年１
月８日（火）午前１０時～１１時半e０歳
児とその保護者f２０組h刺しゅう針、
布切りはさみk１２月１７日（月）午前１０
時から受け付け
　☆わくわく赤ちゃん広場「ねんねの
会」＝a３１年１月９日（水）午前１０時
～１１時半c助産師による体重測定他e
６カ月未満児とその保護者hバスタオ

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

ルjきょうだいの保育あり。先着３人。
申し込みは１２月２０日（木）午前１０時か
ら受け付けk当日直接会場へ
　☆十小・本村小なかよし広場＝ab
１２月２１日が第十小学校、３１年１月１１日
が本村小学校、いずれも金曜日の午前
１０時～１１時半cお子さんと遊びながら
育児の情報交換をしましょう。育児相
談も受けますe乳幼児とその保護者k
当日直接会場へ徒歩か自転車で来場を
　☆子育て講座「新米ママのリフレッ
シュ体操」＝a３１年１月２４日（木）午
前１０時からと１１時からbわくわく健康
プラザc初めての子育てに日々奮闘し
ているお母さん、産後のリフレッシュ
体操に参加してみませんか。お子さん
から少し離れて自分自身の時間を作り
ましょうe市内在住で初めて赤ちゃん
（０歳児）を子育て中の母親f各回１５
人dOKJエアロビクスファミリー所
属の岡田陽子氏j動きやすい服装で。
保育あり。定員１５人k１２月１７日（月）
午前１０時から受け付け
 

　☆赤ちゃん広場＝a３１年１月１１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。助産師が体
重測定や子育て相談を受けますe０歳
児とその保護者hバスタオルk当日直

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

市社会福祉協議会
◎弁護士無料法律相談（第２日曜日）
　a３１年１月１３日、２月１０日、３月１０日のいず
れも日曜日、午後２時から。相談時間は１件４０
分b中央町地区センターc遺言、相続、贈与、
財産分与、成年後見制度、権利侵害、福祉サー
ビスの苦情などe市内在住で、①６５歳以上の方
②知的・精神に障害のある方③前記①と②の親
族および関係者f各日先着４件k祝日を除く前
月１５日～実施日前週の水曜日に受け付け

◎成年後見無料専門相談（第４水曜日）
　a１２月２６日、３１年１月２３日、２月２７日、３月
２７日のいずれも水曜日、午後２時～４時。相談
時間は１件６０分b社協会議室（わくわく健康プ
ラザ２階）c成年後見制度、任意後見制度、後
見人の役割など。相談員は奇数月が社会福祉士、
偶数月が司法書士e市内在住の方、福祉関係者
f各日先着２件k相談日の１週間前までに予約
　l同協議会相談支援担当緯４７９・０２９４（平日
の午前９時～午後５時）

年　　　　始年　　　　末日 　程
施 　　設　　 名　　　　　　　　　 ４日

（金）
３日
（木）

２日
（水）

１日
（祝）

３１日
（月）

３０日
（日）

２９日
（土）

２８日
（金）

２７日
（木）

２６日
（水）

２５日
（火）

２４日
（休）

市役所・連絡所
わくわく健康プラザ（※１）
図書館（中央・滝山・ひばりが丘・東部）（※２）

（※３）生涯学習センター（まろにえホール）
◎　　市民プラザ

　　地域センター（西部・南部・東部）
　　地区センター（滝山・ひばりが丘・大門町）（※４）
　　地区センター（浅間町・野火止・八幡町・南町・中央町）

　　コミュニティホール東本町
　　　　　　男女平等推進センター

教育センター（中央相談室）
教育センター（滝山相談室）

◆◆◆◆◆◆　　スポーツセンター（※５）
青少年センター

（※６）子ども家庭支援センター
（※６）地域子ども家庭支援センター上の原

　児童館（あおぞら・中央・けやき・ひばり）（※７）
郷土資料室
「◎」は午後５時まで。「◆」は午後９時半まで。
★コンビニ交付サービス…１２月２９日（土）～３１年１月３日（木）はサービスを停止します
★住民票の電話予約サービス…予約は１２月２８日（金）午後５時までと３１年１月４日（金）から。予約済み住民票の受け取りは年末年
始もできます
★出生・死亡・婚姻届等の戸籍関係届け出…１２月２９日（土）～３１年１月３日（木）は、市役所１階時間外受付窓口で受け付けます
★図書館の返却ポスト…東久留米駅西口・東口は１２月２８日（金）～３１年１月４日（金）、滝山図書館は１２月２９日（土）～３１年１月４日
（金）に閉鎖します
★公共施設予約システムは平常通り、予約の申し込み・抽選申し込みが可能です。窓口での抽選申し込み・随時申し込みは、窓口開
設中にお願いします
（※１）わくわく健康プラザ内の休日診療の実施日は、８面の通りです。同プラザ体育室は、３１年１月４日（金）～２月２８日（木）

に、改修工事などのため休室します。
（※２）図書館は全館通常通り、１２月２７日（木）午後７時に閉館し、３１年１月５日（土）から開館します。
（※３）生涯学習センターは、１２月２４日（休）は開館します。
（※４）滝山・ひばりが丘・大門町の各地区センターの風呂は、３１年１月８日（火）から営業します。
（※５）スポーツセンターは、年末年始も開館しています。ただし、１２月２９日（土）～３１年１月３日（木）の閉館時間は午後９時半です。
（※６）子ども家庭支援センター・地域子ども家庭支援センター上の原は、１２月２８日（金）は館内整理日のため休館します（相談業

務は平常通り）。
（※７）児童館は、１２月２８日（金）は館内整理日のため全館休館します。３１年１月４日（金）は、けやき児童館が休館、あおぞら・

中央・ひばり児童館は通常通り開館します。

（  はお休みです）市役所の窓口・施設の年末年始業務日程
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帽子、手袋、防寒着ほかkl１２月２２日
（土）までに、同連盟・中山緯０９０・４６７５・
７１４８（午後７時～８時）へ
ジュニア体験クライミング
～市体育協会主催
　a３１年１月１２日、２月９日、３月９
日のいずれも土曜日、午後４時４５分～
６時１５分bスポーツセンターe小・中
学生d市山岳連盟g無料k当日直接会
場へl同協会事務局緯４７０・２７２２
クライミング体験会
～市山岳連盟主催
　a３１年１月１６日（水）、２月１２日（火）、
３月１２日（火）のいずれも午後７時～
９時bスポーツセンターcトップロ
ープによるスポーツクライミング体験
e高校生以上のクライミング初心者f
先着１０人程度g５００円k当日直接会場
へl同連盟・藤重緯０９０・４２４０・６３９３
 

多摩六都科学館
冬の特別イベント
「ロクトロボットパーク」
　「ここまでできる？！」ホビーロボッ
トの技術を体感しよう。
　a１２月２２日（土）～２８日（金）、３１年
１月４日（金）～７日（月）の午前９
時半～午後５時b多摩六都科学館地下
１階イベントホールg大人５００円、４歳
児～高校生２００円j協力は株式会社
MANOI企画の岡本正行氏k当日直接
会場へl同館緯４６９・６１００
「くるくるチャンネル」の
運営委員を募集します
　東久留米の情報サイト「くるくるチ
ャンネル」を運営する東久留米市コミ
ュニティサイト運営委員会では、３１年
度から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
など▼各種イベントへの出店の立案・
実施など▼運営委員会への出席（年６
回程度）▼日々の連絡事項など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k３１年３月１０日（日）までに、
件名「コミュニティサイト運営委員の
募集」・住所・名前・年齢・連絡先を記
入の上、「くるくるチャンネル」または
「市民活動」をテーマにした作文（６００
～８００字）を電子メールで同運営委員会
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
シルバー人材センター会員募集
　a１２月１９日（水）午後１時半からb
同センター２階会議室（下里４－１－
４４）c入会説明会e市内在住で原則６０
歳以上の健康で働く意欲のある方h年
度会費２,０００円、筆記用具、郵便貯金通
帳、認め印、本人確認書類kl同セン
ター緯４７５・０７３８へ
東久留米市ファミリー・サポー
ト・センター事業説明会
～有償の子育て助け合い事業～
　利用者、協力者合同の説明会です。
保育園・学童保育所の送迎、保護者の
外出時の預かりなど、地域の協力者が
お手伝いします。新年度からの利用を
お考えの方は早めに登録してください。
　a１２月２０日（木）午前１０時から１時
間半程度bわくわく健康プラザ社協会
議室h入会希望者（保護者）の顔写真
j保育あり（土曜・日曜日、祝日を除
く３日前までに要予約）k当日直接会
場へl同センター緯４７５・３２９４

 

薬湯の日
①ゆず湯＝ab１２月２２日（土）、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
②南天の湯＝ab３１年１月６日（日）
午後３時半～１１時、源の湯（東本町７
－６、緯４７１・０００５）
《①・②共通事項》
　j６歳以下は無料l各利用施設
東京労働局
ご存じですか？無期転換ルール
　４月から、無期転換ルールの運用が
本格化しました。このルールの制度や
運用などの詳細は「有期契約労働者の
無期転換ポータルサイト」（ｈｔｔｐ://ｍｕ
ｋｉ.ｍｈｌｗ.ｇｏ.ｊｐ）をご覧ください。
　l東京労働局指導課労働契約法担当
緯０３・３５１２・１６１１または総合労働相談
コーナー緯０３・３５１２・１６０８
多摩小平保健所　「北多摩北部地域
保健医療協議会委員」を募集します
　多摩小平保健所では、地域の保健医
療福祉サービスについて、市民の立場
から意見をいただく委員を募集します。
　a任期＝３１年４月から２年間e東久
留米市、小平市、東村山市、清瀬市、
西東京市に在住の３１年４月１日時点で
２０歳以上の方（都職員および当該地域
の市職員は除く）f３人以内k３１年２
月８日（金）までに（消印有効）、「健
康で安全・安心な生活を送るために、
私たちにできること、行政に望むこと」
について１,２００字以内にまとめ、住所、
氏名、年齢、性別、職業、電話番号を
記入の上、〒１８７－０００２、小平市花小
金井１－３１－２４、多摩小平保健所企画
調整担当宛て郵送または電子メール
（Ｓ００００３５１@ｓｅｃｔｉｏｎ.ｍｅｔｒｏ.ｔｏｋｙｏ.ｊｐ）
で送信をl同担当緯４５０・３１１１

ガ イ ド

 

「第５回語ろう！東久留米　東久
留米の団地」の頒布について
　中央図書館では、東久留米の歴史・
文化・伝統などについて、市民の皆さ
んに体験や経験を語っていただき、そ
の口述記録をまとめ、頒布しています。
今回は２９年１２月１６日に開催した「東久
留米の団地」を頒布します。
　b頒布場所＝中央図書館２階事務室
（午後５時以降は１階カウンター）g
頒布価格＝６８０円l同館緯４７５・４６４６
季節のおはなし会
　楽しい冬休みに、クリスマスや冬の
お話を聞きます。　　　
　ae１２月２６日（水）午後３時～３時
半が１人で聞ける幼児以上、３時半～
４時が小学生以上の方b中央図書館１
階おはなし室l同館緯４７５・４６４６
展示　はっけん東久留米
「地域資料に見る南沢と東久留米
の農業、花き栽培、畜産の推移」
　久留米村旧村の一つである南沢地域
の紹介や東久留米の農業と花き栽培、
畜産の推移を図書館所蔵の資料と郷土
資料室所蔵の写真で紹介します。
　a３１年１月５日（土）～４月１４日（日）
の午前９時～午後７時（毎週金曜日、
第３火曜日は休館）b中央図書館２階
展示コーナーg無料l中央図書館緯
４７５・４６４６
大人のためのおはなし会
　語り継がれてきた昔話や美しい物語
を聞くお話会です。普段は子どもたち
に語っている語り手が大人のために語
ります。どなたでも参加できます。
　a３１年１月１０日（木）午前１０時～１１
時半b中央図書館２階学習室f先着３５

人g無料i当日の午前中は学習室を利
用できませんk当日直接会場へl同館
緯４７５・４６４６
 

わくわく健康プラザ体育室
休館のお知らせ
　わくわく健康プラザ体育室は、３１年
１月４日（金）～２月２８日（木）に、
床の改修工事などのため休館します。
ご不便をお掛けしますが、ご理解とご
協力をお願いします。
　l健康課予防係緯４７７・００３０
冬季市民オープン
バスケットボール大会
～市バスケットボール連盟主催
　a３１年１月５日（土）、２月１１日（祝）・
１６日（土）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（同連盟新規登録チームは別途
３,０００円）j抽選会は１２月２２日（土）午
後６時半～８時に同センター３階で
kl同連盟事務局・貫井緯４７４・１１１１へ
市民ハイキング
富士山の眺望が満喫できる「 要  害  山 」へ

よう がい さん

～市山岳連盟主催
　abc３１年１月１２日（土）午前６時
１０分に東久留米駅２階改札口前へ集合
（雨天中止。中止の場合は前日午後７
時ごろまでに連絡）▼行き先＝山梨県・
要害山（５３６ｍ）▼コース＝東久留米駅
（電車）栗上野原駅（バス）－ 尾  続 （バ

お づく

ス）－尾続山－コヤシロ山－要害山－
新井（バス）－上野原駅（電車）－東
久留米駅e経験者（やや健脚向き）
g８００円（保険代を含む）、交通費実費
（約２,６００円）h弁当、飲み物、雨具、

晦

界

海

皆
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情報商材にご注意を
Ｑ．インターネット上に、「インター
ネットビジネスで簡単に稼げる」と
あったので、無料のセミナーに参加
して契約しました。本当に儲かるの
でしょうか。
Ａ．このように、簡単に稼げるとう
たった情報商材に関するトラブルの
相談が増えています。当市でも、老
若男女問わず相談があります。きっ
かけはSNSや副業サイトからが多
いようです。
　最近の事例では、次のようなもの
がありました。１つ目は、いろいろ
なスポーツを観戦し勝敗を当てると
いうスポーツギャンブルの情報商材
の契約です。広告には、サラリーマン
の月収ぐらいの収入があり、月２００万
円稼いだ人もいるとうたっていまし
た。セミナーに参加すると「教えた通
りにすれば誰でも稼げる」「利益はど
んどん増える」と言われたそうです。
　２つ目は、外国から服や雑貨など
を安く仕入れ転売するというマニュ
アルの商材を契約した事例です。業
者から「必要ならサポートする」と
言われ、質問するための料金として、

さらに追加料金を請求されました。
マニュアルは連日送られてくるもの
の、内容はあまり変わらないので、
連絡すると、「まだ取引できる時期で
はない」などと取り合ってもらえな
かったという相談でした。
　３つ目は、仮想通貨とFX（外国為替
証拠金取引）で毎日７万円稼げるとい
うサイドビジネスの契約です。ネット
で見つけ、将来が不安なので契約した
が、「もっと稼げる情報がある」と言わ
れ次々契約してしまいました。
　SNSやインターネットを通じて、
「簡単に稼げる」などと宣伝し、マ
ニュアルと称する情報商材を売り込
んだり、セミナーに参加させたりす
るものが目立ちます。
　情報商材に中身がなく解約を申し
出ると、より詳しい商材を勧められ
たり、簡単に理解できず、操作がで
きなかったケースもありました。返
金や解約を求めると、業者と連絡が
取れなくなったり、応じてもらえな
かったりすることもあります。
　短期間で大金を稼げるという勧誘
が、真実である可能性は極めて低い
と思われます。安易に信じないでく
ださい。不審に思ったら、消費者セ
ンターに相談してください。
《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
●土曜日の午前９時～午後５時、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


