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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）

28.　2.　15

【 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））

【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２８年２月１日現在＞　人口１１７,１０８人（うち外国人１,８０４人）／前月比２０減
男５７,３５１人／前月比１１減　女５９,７５７人／前月比９減　世帯数５２,９１７／前月比２増

○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

食事相談・健康相談
　a２月２３日（火）午前９時半～１１時
半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（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
kl電話で健康課保健サービス係緯
４７７・００２２へ
ＢＣＧ予防接種
　a２月２４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
e２７年９月生まれの乳児（生後６カ月
以上１歳になる誕生日の前日までの未
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歳児健診
　a２月２５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１月１２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３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１０月１０日～１１月５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
27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（木）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２５年４月２日～２６年
４月１日生まれ）、７０歳（昭和２０年４月
２日～２１年４月１日生まれ）、７５歳（昭
和１５年４月２日～１６年４月１日生ま
れ）、８０歳（昭和１０年４月２日～１１年４

月１日生まれ）、８５歳（昭和５年４月２
日～６年４月１日生まれ）、９０歳（大正
１４年４月２日～１５年４月１日生まれ）、
９５歳（大正９年４月２日～１０年４月１
日生まれ）、１００歳（大正４年４月２日
～５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
麻しん、風しんの予防接種は 
お済みですか
　２７年度麻しん風しん予防接種第２期
の対象期間が３月３１日で終了します。
麻しんは感染力が極めて強く、重症化
する場合もあります。また、風しんは流
行が継続しています。対象者で接種が
お済みでない場合は、感染予防、免疫
獲得のために予防接種を受けましょう。
　e第１期＝１歳～２歳になる誕生日
の前日までの方▼第２期＝２１年４月２
日～２２年４月１日生まれの方（２８年３
月３１日までに接種）j第１期分は１歳
の誕生月に、第２期分は２７年４月にそ
れぞれ個別に通知しています。対象者
で通知が届いていない場合は、健康課
予防係緯４７７・００３０へ問い合わせてく
ださいl同係
「正しく知ろう！認知症」の 
講演会中止のお知らせ
　２月１８日（木）に介護福祉課が予定し
ていた「正しく知ろう！認知症」の講演
会は中止となりました。２月２０日（土）
に開催される市民のための医療講座
「認知症の正しい理解と治療の現状」

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）

へのお越しをお待ちしています。詳し
くは広報２月１日号をご覧ください。
　l介護福祉課地域ケア係緯４７０・
７７７７（内線２５５７・２５０２）
 

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。
 

　☆０ちゃんタイム＝a２月１５日（月）
午前１０時半～１１時半c助産師による卒
乳講座e０歳児とその保護者k当日直
接会場へ
　☆幼児のつどい＝ace１８日（木）
午前１０時半～１１時半が「お別れ会の練
習①」、３・４歳児。２５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」、１・
２歳児
　☆絵本だいすき＝a１９日（金）午前
１１時～１１時２０分c絵本の読み聞かせ、
手遊びなどe幼児d渡辺和子氏、中林
のり子氏

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

　☆ベビーマッサージ＝a３月２日
（水）午前１０時半～１１時半e首が据わ
る頃～ハイハイ程度の乳児とその保護
者f先着８組d鈴木あゆみ氏g無料h
バスタオル、お出掛けセットk２月２２
日（月）午前９時から受け付け（電話可）
 

　☆のびのびぐんぐん＝a２月１６日
（火）午前１０時半～１１時cおひなさま
作りe１歳児とその保護者
　☆囲碁教室＝a１７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＝ac１８日が「ポイ
ントラリー」。２５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＝a１９日（金）午前１０時半
からc幼児のつどいの出席シールを作
りながら子育ての情報交換をしますe
幼児とその保護者
　☆将棋教室＝a２４日（水）午後３時
からe小学生d東久留米市将棋研究会

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

　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。

2
土金木水火月日

６６５４３２１

１１３３１２１１１１１０９８７７

２２００１９１８１７１６１５１１４４

２２７７２６２５２４２３２２２２１１

２９２２８８

3
土金木水火月日

５５４３２１

１１２２１１１０９８７６６

１１９９１８１７１６１５１４１１３３

２２６６２５２４２３２２２２１１２２００

３１３０２９２８２２７７

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２１日＝いくせ医院（新川町１－４－１８、☎４７１・２３０４）
　２月２８日＝福山内科クリニック（新川町１－９－２２、☎４７０・９１７７）
【歯科】
　２月２１日・２８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２１日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）　
　２月２８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）
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　☆わくわく赤ちゃん広場＝ae２
月２４日が「はいはいの会」、６カ月〜１２
カ月児とその保護者。
３月２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、午前１０
時〜１１時半hタオル
j保育あり（各日先
着３人。予約制。２月１５日〈月〉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１
日（火）午前１０時〜正午e乳幼児とそ
の保護者h縫い針、はさみj保育はあ
りませんk２月１５日（月）午前１０時か
ら同センターへ
 

　☆なかよし広場＝a２月２３日、３月
８日のいずれも火曜日、午前１０時〜１１
時半b第六小学校c育児の情報交換や
しつけの話をしたり、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
　☆赤ちゃん広場＝a３月４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
 

図書館ホームページのバナー広告
と図書館雑誌スポンサーを募集し
ます
◎図書館ホームページのバナー広告
　▼アクセス数　
１カ月当たり約５
万３,０００件▼規格
　縦６０ピクセル×
横１５０ピクセル、５０
キロバイト以下、GIF形式「トップペ
ージ」に掲載します。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〜２９年４月の１カ月単位▼掲載
料　１枠当たり月額１万円
◎図書館の雑誌カバーの広告

　図書館が指定した雑誌をスポンサー
として購入していただくと、雑誌の最
新号カバーに広告を掲載できます。
　▼掲載期間（雑誌購入期間）　 原則
１年度単位▼指定雑誌　市立図書館ホ
ームページ（https://www.lib.city.hig
ashikurume.lg.jp/）をご覧ください
　《共通事項》▼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・個人宣伝などは除きます
　k所定の申込書（中央図書館２階事
務室で配布）に必要事項を記入の上、
〒２０３－００５４、中央町２－６－２３、中
央図書館宛て郵送または直接持参して
ください。　※申込書は図書館ホーム
ページからも取得できます。l同館緯
４７５・４６４６

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

 

ひがしくるめ女性起業・創業支援
女性起業家応援企画（講座＋交流会）
「聞いてみよう！話してみよう！
〜起業家お悩み解決セミナー」
～男女平等推進センター主催
　起業の前も起業後も、事業に関する
悩みは尽きないもの。
　起業支援の経験豊富な講師から女性
起業家が抱える課題について、お話を
伺うとともに、解決策について共に考
えるセミナーです。
　a３月６日（日）午後１時半〜４時
が講座、４時〜５時が交流会b男女平
等推進センター会議室f講座が１８人、
交流会が２４人（要予約。両方に参加で
きる方優先）dエフ・ブルーム株式会
社代表取締役で中小企業診断士の大江
 栄 氏g無料j２歳〜未就学児の保育
さかえ

あり（定員５人）。２月１５日（月）〜２４
日（水）に要予約kl２月１５日（月）
から電話（４７２・００６１）または直接同
センター（火曜日休館）へ
子育て中の方向け
すぐに実践できる防災講座
～男女平等推進センター主催
　子どもを守るために必要な備えとは。
３・１１の被災ママの体験からできた「防
災ピクニック®」など、日常生活の中
で子どもたちと一緒に実践できる防災
への取り組みを伺います。楽しく学ん
で賢く備えましょう。
　小さなお子さんと一緒に参加できま
す。
　a３月１１日（金）午前１０時〜正午b
南部地域センター講習室１f先着４０人
dNPO法人ママプラグの 宮  丸 みゆき

みや まる

氏g無料j２歳〜未就学児の保育あり
（定員５人）。２月１５日（月）〜２９日
（月）に要予約kl２月１５日（月）か
ら電話（４７２・００６１）または直接同セ
ンター（火曜日休館）へ
27年度第２回防災情報交換サロン
　私たちの住む地域に「今あるチカラ
を見つけ合うこと」をテーマに、防災
という課題に向か
って活動する人・
団体の横のつなが
りを作ることを目
的とするサロンで
す。「聞きたいだ
け」という方も歓迎。ぜひご参加くだ
さい。協力は防災まちづくりの会・東
久留米、市防災防犯課。
　a３月７日（月）午後１時半〜４時
b市役所７階７０１会議室cd①事例報
告「住民と地域の社会福祉施設の協働
による災害時の要援護者対策につい
て」、氷川台自治会会長の殿田俊三氏、
社会福祉法人 龍  鳳 ライフパートナー

りゅう ほう

こぶし施設長の 苅  部 一夫氏②地域の防
かり べ

災・減災の情報交換f先着４０人g無料
k当日直接会場へl市社会福祉協議会
ボランティアセンター緯４７５・０７３９

 

☆おはなしの日＝a２月１６日・２３日の
いずれも火曜日、午前１１時〜１１時２０分
c絵本の読み聞かせや手遊びなどe幼
児dみくりおはなしの会
　☆赤ちゃんひろば＝ac１７日（水）
午前１０時半〜１１時半が「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、当日
受け付け。２４日（水）午前１０時半〜１１
時半が「ベビーマッサージ」、定員先着
２５組、講師は渡辺直子氏、オイル代２００
円（当日集金）・バスタオル・おむつ・
水分補給物（母乳可）を持参、申し込
みは２月１７日（水）午前９時から受け
付け（電話可）。e０歳児とその保護者
　☆オセロ大会＝a１７日（水）午後３
時半からe小学生以上k当日直接会場
へ
　☆幼児のつどい＝ace１８日が「小
麦粉粘土＆２月生まれのお誕生日会」、
１歳児。２５日が「お別れ会の練習＆２
月・３月生まれのお誕生日会」、２歳〜
４歳児。いずれも木曜日、午前１０時半
から
　☆将棋の日＝a２４日（水）午後３時
からe小学生以上k当日直接会場へ
 

　☆ぴよぴよママの会＝a２月１７日
（水）午前１０時〜１１時半c助産師によ

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

る体重測定、育児相談など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）k当
日受け付け
　☆おはなしの日＝a１７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＝ace１８日（木）
午前１０時半〜１１時１０
分が「運動遊びと２
月生まれの誕生会」、
うさぎ（１歳１カ月
〜２歳６カ月児）。２５
日（木）午前１０時半
〜１１時半が「観劇会
（着ぐるみ劇）」、うさぎ・あひる合同
（１歳１カ月〜４歳児）、出演は「びっ
くり箱」
　☆どうぶつ将棋大会＝a２８日（日）
午後３時半からe小学生f先着８人k
２月２０日（土）午前１０時から受け付け
　☆中学・高校生年代卓球大会＝a３
月５日（土）午後５時半からe中学・
高校生年代k２月２０日（土）午前１０時
から受け付け
 

 

　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。

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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業者に来てもらったら、まず見積額
を出してもらいましょう。納得でき
なければ、断ることも可能ですが、
出張費だけは請求される場合があり
ます。
　１社だけでなく複数の業者に問い
合わせることも大事です。また集合
住宅などは、決まった事業者と契約
している場合があるので、管理組合
などに問い合わせてください。
　市内の指定下水道工事店でも修理
を受け付けています。市ホームペー
ジに掲載していますので参考にして
ください。または施設建設課下水道
施設担当緯４７０・７７５９へ問い合わせ
てください。
　業者と交渉の結果、減額されるケ
ースもありますが、一旦支払ってし
まうと返金してもらうことは困難で
す。
　トラブルに遭ったときは消費者セ
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
●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

アカペラカルテット
「ほろよいず＆ Ｓｏｆｔ  Ｖｏｉｃｅ  

ソ　フ　ト ボ　イ　ス

夢のジョイントコンサート」
　a３月２１日（休）午後２時〜４時b市役所
１階屋内ひろばc出演と主な演奏予定曲　ほ
ろよいず＝真赤な太陽、なごり雪▼SoftVoice
＝恋のバカンス、はるg１,０００円f２００人k２
月２０日（土）から、市民プラザおよび西部・
東部・南部の各地域センターで入場券を頒布

します（前日までに定員に達した場合、当日券は
ありません）l市民プラザ緯４７０・７８１３

出演のほろよいず 出演のSoftVoice

トイレの詰まり修理でのトラブル
Ｑ．トイレが詰まってしまい、ポス
トに投げ込まれていたチラシの業者
に来てもらいました。単なる詰まり
だけだと思っていたら、薬を流して
も改善されず、便器を取り替える工
事になってしまいました。そのため
２０数万円の高額料金を請求され、仕
方なく了承し３日後に振り込む約束
をしたのですが、そもそも２〜３年
前に取り替えたばかりの最新式の便
器を取り外す必要があったのか、具
体的な説明もなく納得できません。
Ａ．トイレや水回りの故障は緊急を
要し、２４時間対応してくれる業者は
便利な反面、トラブルも多く見られ
ます。修理業者は慎重に選ぶことが
大切です。
　修理を依頼するときは、現状を詳
しく話して、出張費・修理代・その
他特別料金などを確認しましょう。
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３時５０分から。上映時間は約４５分間f
先着２３４人g観覧付入館券＝大人１,０００
円、４歳児〜高校生４００円。　※高校生・
専門学生・大学生は３月１８日（金）ま
で、平日限定の割引あり。l同館緯４６９・
６１００
 

佐々総合病院　市民公開講座
　a２月２７日（土）午後３時〜４時b
同病院３号館４号ホール（西東京市田
無町４－２４－１５）c「腰痛学のススメ」
腰痛の原因と治療についてd同病院整
形外科部長の石田将也氏g無料i会場
の収容人数に限りがあります（入場制
限する場合あり）k当日直接会場へl
同病院広報室緯４６１・１５３５
28年度内閣府青年国際交流事業 
参加青年を募集しています
　内閣府では、日本と世界各国の青年
との交流を通して、相互理解と友好を
深め、広い国際的視野とリーダーシッ
プを身に付けた次代を担うにふさわし
い青年を育成するため、青年国際交流
事業を実施しています。
　日本代表青年として、各国から選抜
された青年と研修・交流を行い、自分
を成長させてみませんか。
　現在、２８年度に実施する①国際青年
育成交流②日本・中国青年親善交流③
日本・韓国青年親善交流④「東南アジ
ア青年の船」事業⑤次世代グローバル
リーダー事業「シップ・フォー・ワー
ルド・ユース・リーダーズ」⑥地域課
題対応人材育成事業「地域コアリーダ
ープログラム」の参加青年を募集して
います。
　l内閣府青年国際交流担当室緯０３・
６２５７・１４３４、同ホームページ（http://
www.cao.go.jp/koryu/）または都生涯
学習課内閣府青年国際交流事業参加青
年募集事業担当緯０３・５３２０・６８５７
放送大学４月入学生を募集します
　放送大学は、テレビなどの放送やイ
ンターネットを利用して授業を行う通
信制の大学です。心
理学・福祉・経済・
歴史・文学・自然科
学など、幅広い分野
を学べます。同大学では、２８年度第１
学期（４月入学）の学生を募集してい
ます。詳しい資料は無料で送付します
ので気軽に問い合わせてください。
　a出願期間は、第１回が２月２９日
（月）まで。第２回が３月１日（火）
〜２０日（祝）l同大学ホームページ
（http://www.ouj.ac.jp/）または同大
学東京多摩学習センター緯０４２・３４９・
３４６７
立川防災館
春の火災予防運動特別企画
①パネル展示
　a２月２７日（土）〜３月９日（水）
c２７年度に東京消防庁管内で発生した
火災などについてパネルを展示します
②防災ノート・防災学習ノートを完成
させよう「子どもの防災行動力のアップ」
　a２月２７日（土）〜３月２７日（日）
c５つの防災シミュレーション（ミニ
シアター・地震・煙・消火・応急救護）
を体験し、防災ノートを作成します。
防災体験修了証が授与されますe中学
生以下
《共通事項》
　b立川防災館（立川市泉町１１５６－１）
k当日直接会場へl同館緯０４２・５２１・
１１１９

ガ イ ド

東京都福祉人材センター多摩支所
をご利用ください
　東京都福祉人材センター多摩支所で
は、福祉分野の無料職業紹介所として
主に求職者の支援を行っています。
　資格の有無にかかわらず、福祉の仕
事の相談に対応していますので、気軽
にご利用ください。
　a祝日、年末年始を除く平日の午前
９時〜午後５時b立川市曙町２－３４－
１３、オリンピック第３ビル７階l同セ
ンター緯０４２・５９５・８４２２
医療トラブル１１０番（電話相談）
～第二東京弁護士会消費者問題対策委
員会主催
　第二東京弁護士会では、医療トラブ
ル１１０番を開催します。医療過誤・薬害
問題に豊富な経験を持つ弁護士が、無
料で相談を受けます。
　a２月２５日（木）午前１０時〜午後４
時c電話で話を伺った後、必要があれ
ば面談しますe医療過誤や薬害被害で
トラブルを抱えている方g無料i相談
は無料ですが、電話料金はご負担いた
だきます。電話機３台で対応しますが、
つながりにくい場合がありますので、
あらかじめご了承ください。なお、面
談となった場合は初回に限り無料です
k電話で緯０３・３５０２・０５８２（当日のみ
の臨時番号）へl同弁護士会人権課緯
０３・３５８１・２２５７
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
や在学中にか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２.０５％（２８年１月
１２日現在）▼返済期間＝１５年以内l日
本政策金融公庫「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

27年度災害啓発講演会
「避難所を運営するということ」
　避難所運営をテーマに、過去の災害
から得た教訓、災害への備え、そこに
必要な日ごろからの住民主体の地域活
動とは何かについて、さまざまな立場・
視点から学びます。主催は市社会福祉
協議会。共催は東久留米市。
　a３月１２日（土）午後１時半〜４時
半b市民プラザホールcd▼基調講
演　いわき市立湯本第二中学校元校長
の澤井史郎氏▼市内の実践事例報告　
第七小学校避難拠点運営連絡会代表の
前原忠雄氏、第七小学校校長の酒井賢
氏、西中学校を避難所とする地域連絡
会代表の広瀬新平氏▼コーディネータ
ー　NPO法人シャプラニール＝市民
による海外協力の会事務局長の小松豊
明氏e地域防災に携わる方、興味のあ
る方f８０人（事前申込制）。　※市内在
住・在勤の方を優先。kl３月２日（水）
までに、電話（４７５・０７３９）またはフ
ァクス（４７６・４５４５）で住所・氏名・
電話番号を同協議会地域福祉担当へ
 

くるめボランティア・市民活動 
フェスタ2016
～みんなの笑顔に出会える楽しさ～
　「ボランティア」や「市民活動」を身
近に感じる体験が盛りだくさんです。
車いす・点字体験、福祉車両の乗車体
験、水墨画でお絵描き、べーごま遊び、
生け花体験、革小物作りなど。また
「お買い物でボランティア！」として、
手作り製品（パン・小物など）の販売
コーナーもあります。
　参加団体も来場者の皆さんも、笑顔
になれる１日です。ぜひ来場ください。
　a２月２７日（土）午前１０時〜午後３
時b市民プラザホール、市役所１階屋
内ひろばcオープニング・チアダンス
（SWD）＝午前１０時から▼三匹のこぶ
た（人形劇「おいっちに」）＝１０時半か
ら▼津軽三味線・ 二  胡 ・南京玉すだれ

に こ

（稲垣正史）＝１１時から▼日本むかし
ばなし紙芝居（ボランティアグループ
さつき会）＝１１時半から▼赤い羽根ぬ
りえコンテスト、チャレンジボランテ
ィア感想文コンクール表彰式（社協）
＝正午から▼みんなの笑顔のために！
（バンド ARCHE ）＝午後０時半から▼

ア ル ク

日本の歌inジャズピアノ（ピアノカル
テット）＝１時１５分から▼歌謡披露（東
久留米市歌謡連盟）＝２時から▼エン
ディング・東久留米音頭（会場の皆さ
ん）＝２時５０分からk当日直接会場へ
l社会福祉協議会ボランティアセンタ
ー緯４７５・０７３９または生活文化課緯
４７０・７７３８
「ものづくり・商業・サービス 
新展開支援補助金」の説明会を 
開催します
　経済産業省２７年度補正予算「ものづ
くり・商業・サービス新展開支援補助
金」についての説明会を開催します。
施策活用に関心のある方は、ぜひご参
加ください。
　a３月３日（木）午後６時半〜８時
半b市役所７階７０３会議室e中小企業・
小規模事業者f２５人g無料k前日まで
に、たましんホームページ（http://ww
w.tamashin.jp/tamapla/）で必要事項
を入力の上、送信してくださいlたま
しん価値創造事業部緯０４２・５２６・７７２８
または市産業政策課緯４７０・７７４３

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、生活保護受給
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（技能習得を
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
校などが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お子さんの生年月
日が分かるもの⑥印鑑▼申請期間　３
月１０日（木）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
協議会相談支援担当緯４７９・０２９４
市社会福祉協議会
弁護士無料法律相談・
成年後見無料専門相談
◎弁護士法律相談（第２日曜日）
　a３月１３日、４月１０日、５月８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・精神障害のある方③前記①
②の親族および関係者f各回先着４件
j予約は各回前月の１５日（土曜・日曜
日の場合は翌開所日）から
◎成年後見無料専門相談（第４水曜日）
　a２月２４日、３月２３日、４月２７日、
５月２５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市社会
福祉協議会（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
人の役割りについてなど。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各回先
着２件j予約は相談日の１週間前まで
《共通事項》
　k同協議会相談支援担当緯４７９・
０２９４へl同担当
多摩六都科学館
「一週間限定プラネタリウム
日食をみよう！」
　３月９日（水）、
日本で３年ぶり
の日食が見られ
ます。プラネタ
リウムで日食の
空を再現し、現
象の仕組みや観望方法を紹介します。
　a３月１日（火）〜９日（水）▼平
日＝午後３時５０分から▼水曜・土曜・
日曜日と祝日＝午後１時１０分からと 


