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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.　12.　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２８年１２月１日現在＞　人口１１６,８３４人（うち外国人１,８３２人）／前月比９４減
男５７,１４５人／前月比５０減　女５９,６８９人／前月比４４減　世帯数５３,１８１／前月比４減

３〜４カ月児健診・産婦健診
　a１２月２２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８月２日〜２２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
１月のプレ・パパママクラス
　２９年１月２８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＝
a１７日（火）午後０時半〜４時
　◎プレママ・クッキング＝a２４日（火）
午前９時半〜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＝a２８日（土）午後０時半〜４時
　◎妊婦歯科健診＝a３１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
 

 

赤ちゃん連れで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「ねんねの
会」＝a２９年１月１１日（水）午前１０時
〜１１時半e６カ月未満児とその保護者
hバスタオルj保育あり（先着３人）。
１２月１５日（木）午前１０時から受け付け
k当日直接会場へ

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

１２
土金木水火月日

３３２１

１１００９８７６５４４

１１７７１６１５１４１３１２１１１１

２２４４２２３３２２２１２０１９１１８８

３３１１３０２９２８２７２６２２５５

1
土金木水火月日

７７６５４３２２１１

１１４４１３１２１１１０９９８８

２２１１２０１９１８１７１６１１５５

２２８８２７２６２５２４２３２２２２

３１３０２２９９

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

公立昭和病院
　12月29日（木）～29年1月3日（火）は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。詳しくは同病院緯042・461・0052へ。
多摩小平保健所
　12月29日（木）～29年1月3日（火）は休業します。詳しくは同保健所緯042・
450・3111へ。

昭和病院・保健昭和病院・保健所所

広告欄　内容については広告主にお問い合わせください

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】※薬の処方は最低限の日数となります。
　１２月１８日・２３日、１月１日＝石橋クリニック（東本町８－９、☎４７７・５５６６）
　１２月２５日＝福山内科クリニック（新川町１－９－２２、☎４７０・９１７７）
　１２月３０日、１月２日・３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）
　１２月３１日＝山口内科・呼吸器科クリニック（本町３－１２－２、☎４７２・２３８６）
　※内科・小児科は１２月２９日（木）は開設しません。
【歯科】
　１２月１８日・２３日・２５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、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）
　１２月１８日・２５日・３０日、１月１日・３日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　１２月２３日・２９日・３１日、１月２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、☎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、☎０４２・３９６・３８１１）

　収集漏れを防止するため、収集日当日の朝（午前９時まで）のごみ出し
に、ご協力をお願いします。また、１２月２３日は金曜日の祝日ですが、通常
通り該当地域について収集業務を行います。
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）

日日土土金木水火月

２２５５２２４４２３２２２１２０１２／１９

１／１／１１３３１１３０２９２８２７２６

８８７７６５４３２

▼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

収集日申込日
１２月２８日（水）までに収集します１２月１８日（日）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２１日（水）～２８日（水）

１２月２３日（祝）までに収集します１２月２１日（水）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２２日（木）～２８日（水）

表１　粗大ごみ・剪定枝の収集日程

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。

ごみの収集を通常通り該当地域で行うのは、
年末は１２月３０日（金）まで・年始は１月４日（水）から

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）

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

　　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

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

年始開始日年末最終日
  ２９年１月４日（水）から  １２月２８日（水）まで

表２　し尿のくみ取り日程
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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

28.　12.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

年代
 

　☆環境整備の日＝a１２月１８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
てもよい服装で
　☆卓球大会＝a２２日（木）午後３時
からe小学生
　☆交通安全・防犯教育の日＝a２４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～高校生年代
　☆スポーツで元気＝ae２６日（月）
午前１０時からが乳児、１１時からが幼児、
午後２時からが小学生以上c運動の先
生と体を動かそうj動きやすい服装で
　☆中高生年代卓球大会＝a２６日（月）
午後５時半からe中学・高校生年代
 

　☆ぴよぴよママの会＝a１２月２１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。１週間前～前日に要予約k当日
受け付け
　☆プラバン工作＝a２１日（水）午後
３時～４時半cプラ板工作でキーホル
ダーを作ろうk当日受け付け
　☆ドッジボールの日＝a２４日（土）
午後３時からe小学生k当日受け付け

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

　☆交通安全・防犯教育の日＝a２６日
（月）午後３時から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）～高校生年代k当日
受け付け
　☆環境整備の日＝a２７日（火）午後
３時からc公園や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
 

中央図書館エレベーター改修工事
に伴う臨時休館
　２９年１月２５日（水）～２月１０日（金）
は、エレベーター改修工事に伴い中央
図書館は臨時休館します。
　l同館緯４７５・４６４６
きせつのおはなし会
　ろうそくに火をともした部屋で聞く、
本を使わない素話のおはなし会です。
いつもと違う雰囲気で、季節のお話を
楽しみましょう。
　ae１２月２５日（日）午後３時からが
小学校低学年向き、３時４０分からが小
学校高学年向きb中央図書館おはなし
室g無料k当日直接会場へl同館緯
４７５・４６４６
新春　福むすび
　「福むすび」とは、図書館員がテーマ
ごとに選んだ本が３冊入った福袋です。
何の本が入っているかは開けるまでの
お楽しみです。
　a２９年１月５日（木）午前９時から
b東部図書館j３０袋頒布。すべて頒布
し次第終了。駐車場はありませんl同
館緯４７０・８０２２
新春　ひばり落語会
　新春を迎えるに当たり、寄席を開き
ます。大いに笑って、楽しく江戸の文
化に触れましょう。
　a２９年１月１５日（日）午後２時～４
時b南部地域センター２階講習室c演
者＝ベテラン社会人落語家g無料j駐
車場はありませんk当日直接会場へl
ひばりが丘図書館緯４６３・３９９６
読書会「夢十夜」
　夏目漱石の「夢十夜」から「第一夜」
の読書会を開催します。
　a２９年１月２２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j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
 

スポーツセンター
プール一般開放中止のお知らせ
　１２月１８日（日）午前９時～午後１時は、
貸し切り利用のため、プール一般開放
を中止します。１時以降は開放します。
ご理解・ご協力をお願いします。
　lスポーツセンター緯４７０・７９００

 

　☆赤ちゃん広場＝a２９年１月６日
（金）午前１０時～１１時半cママ友達を
つくり、おしゃべりをしてストレス解
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＝a２９年１月１３
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。１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）k２９年
１月４日（水）午前９時半から同セン
ターへ
 

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＝a１２月１６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
　☆おはなし会＝ae２４日（土）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

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

　☆おもちつき大会＝a２９年１月１５日
（日）正午～午後２時c餅つき体験、
実食、正月遊びe４歳児～高校生年代
とその保護者。３歳以下のお子さんは
ご相談くださいf先着２００人g無料h
おわん、箸、整理券i当日は児童館の
通常利用はできませんk２９年１月５日
（木）午前９時から整理券を頒布
　☆ベビーマッサージ＝a２９年１月１８
日（水）午前１０時半～１１時半e２カ月
～６カ月児とその保護者f先着１０組d
鈴木あゆみ氏hバスタオル、お出掛け
セットk２９年１月５日（木）午前９時
から受け付け（電話可）
 

　☆交通安全・防犯教育の日＝a１２月
１６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k当日受け付け
　☆工作の日＝a２０日（火）・２１日（水）
のいずれも午後２時からcクリスマス
リースを作りますe小・中学生
　☆将棋大会＝a２１日（水）午後３時
からcトーナメント戦e小学生d東久
留米市将棋研究会k当日受け付け
　☆オセロ大会＝a２２日（木）午後３
時からcトーナメント戦e小学生k当
日受け付け
　☆中高生年代会議＝a２２日（木）午
後５時半からc行事の企画について意
見を聞かせてくださいe中学・高校生

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

１２
土金木水火月日

３３２１

１１００９８７６５４４

１１７７１６１５１４１３１２１１１１

２２４４２２３３２２２１２０１９１１８８

３３１１３０２９２８２７２６２２５５

1
土金木水火月日

７７６５４３２２１１

１１４４１３１２１１１０９９８８

２２１１２０１９１８１７１６１１５５

２２８８２７２６２５２４２３２２２２

３１３０２２９９

　身近で楽しい「ホビーロボット」や「ドローン」の操縦、
ロボットのステージショーや「バトル体験」など、誰でも気
軽に参加できます。
　a１２月２３日（祝）～２９年１月９日（祝）の午前９時半～午
後５時g大人５００円、４歳児～高校生２００円k当日直接会場へ
l同館緯４６９・６１００

▼

ロ
ボ
ッ
ト
操
縦
の
様
子

～協力　株式会社MANOI企画

多摩六都科学館　冬の特別企画展
ロクトロボットパーク

年　　　　始年　　　　末日 　程
施 　　設　　 名 ６日

（金）
５日
（木）

４日
（水）

３日
（火）

２日
（休）

１日
（祝）

31日
（土）

30日
（金）

29日
（木）

28日
（水）

27日
（火）

26日
（月）

市役所・連絡所
わくわく健康プラザ（※１）

（※２）図書館（中央・滝山・ひばりが丘・東部）
生涯学習センター（まろにえホール）（※３）

　◎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）
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（※４）
青少年センター

（※５）子ども家庭支援センター（総合相談窓口）
（※５）地域子ども家庭支援センター上の原

児童館（中央・けやき・滝山・ひばり）（※６）
郷土資料室
「◎」は午後５時まで。「◆」は午後９時半まで。
★証明書自動発行機での証明…市役所１階屋内ひろば設置の発行機は、１２月２８日（水）午後５時～２９年１月３日（火）は利用できません。４日
（水）は午後５時で終了します。東久留米駅東口１階エレベーター横設置の発行機は、１２月２９日（木）～２９年１月３日（火）は利用でき
ません。
★住民票の電話予約サービス…予約は１２月２８日（水）午後５時までと２９年１月４日（水）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（木）～２９年１月３日（火）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・東口と滝山図書館は、１２月２８日（水）～２９年１月４日（水）は閉鎖します
★中央図書館の集会室利用申し込み…年末は１２月２８日（水）まで、年始は２９年１月５日（木）から受け付けます
★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。
（※２）図書館は、全館通常通り午後８時に閉館します。
（※３）生涯学習センターは、１２月２３日（祝）は開館します。なお、ホール（フラット含む）は改修工事のため、３月３１日（金）まで使用

を停止しています。
（※４）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（木）～２９年１月３日（火）の閉館時間は午後９時半です。
（※５）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（水）は館内整理日のため休館します（相談業務は平常通り）。
（※６）児童館は、１２月２８日（水）は館内整理日のため全館休館します。２９年１月４日（水）は滝山・けやき児童館が休館、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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ラザ２階）l同室緯４７２・００５１
男女平等推進センター主催
市民企画講座「若者が直面している
現実〜相談の現場から〜」
　長時間労働などから、心のバランス
を崩したり、体を壊したりする若者が
増えています。労働相談などを通して、
若者の労働に関する問題に取り組んで
いる講師にお話を伺います。企画・運
営は男女平等を進める市民の会かりん。
　a２９年１月２２日（日）午後１時半～
３時半b同センター会議室f２０人（要
予約）dNPO法人 POSSE の鈴木 由  真 

ポッセ ゆ ま

氏g無料j２歳～未就学児の保育あり。
定員５人。２９年１月６日（金）までに
要予約kl１２月１９日（月）から電話ま
たは直接同センター緯４７２・００６１（火
曜日休館）ヘ
よりよい暮らしの為の
ライフ＆マネープラン講座
　社会環境の変化に伴い、生活に掛か
る費用がますます増加すると予想され
る一方、預貯金ではお金を増やすこと
ができない状況が続いています。講座
を通して家庭のライフプラン・マネー
プランを見直してみませんか。
①単発講座＝a２９年１月１６日（月）午
後７時～８時半c現状の把握から株式
などを活用したライフプラン・マネー
プランについて易しくお話しします。
ライフプラン・マネープランの必要性、
主な金融商品とリスク・リターンほか
②連続講座（全４回）＝a２９年２月６
日・２０日、３月６日・１３日のいずれも
月曜日、午後７時～８時半c株式・債
権・投資信託などを用いたマネープラ
ンを詳しく分かりやすく解説します。
▼第１回＝株式投資の魅力とリスク、
新聞株式欄の見方ほか▼第２回＝株価
変動の見方、債権の格付けほか▼第３
回＝投資信託の種類、資産運用ほか▼
第４回＝非課税制度の活用法～
 ＮＩＳＡ ・個人型確定拠出年金～ほか

ニーサ

《①②共通事項》b生涯学習センター
集会学習室４f先着３６人d日本証券業
協会会員g①が３００円、②が１,２００円（全
４回分。すべての回に参加できない場
合も費用は変わりません）j①と②そ
れぞれに申し込みが必要です。片方だ
けの申し込みも可能ですkl①が１２
月１５日（木）午前９時から、②が２９年
１月１６日（月）講座終了後から、直接ま
たは電話で同センター緯４７３・７８１１へ
家族介護者教室を開催します
　自宅で高齢者を介護している家族が
安心して介護を続けられるように、基
礎的な知識や技術を習得するための初
心者向けの教室です。
　排せつに関する介助は、介護してい
る家族の負担が大きく悩みが尽きない
ものです。今回は排せつ介助の仕方を
実技を多く取り入れて学びます。
　a①２９年１月１８日（水）②２２日（日）
のいずれも午後２時～４時（１時半か
ら受け付け）。　※①と②は同じ内容で
す。bニチイ学館東久留米教室（本町
１－３－３０、メランプスビル３階）c
排せつ介助。おむつ交換やトイレ介助
e高齢者を介護している家族f各１５人
d介護福祉士の斉藤氏・阿部氏・山崎
氏g無料kl①が２９年１月１６日（月）、
②が１８日（水）までに、同教室緯４７９・
１５７０またはファクス（４７９・１５７２）へ
第216回東京都都市計画審議会の
傍聴者を募集します
　a２９年２月３日（金）午後１時半か
らb都庁会議室f１５人（事前抽選）i
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j付議予定案件は都
都市整備局ホームページ（http://www. 
toshiseibi.metro.tokyo.jp/keikaku/shi 
ngikai/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k２９年１月１３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l同課
シルバー人材センター会員募集
　a１２月２１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事業説明会e市内在住の６０歳以
上でシルバーの趣旨に賛同いただける
方l同センター緯４７５・０７３８
東久留米市ファミリー・サポート・
センター事業説明会
　お子さんの送迎などを協力者がサポ
ートする有償の地域助け合い活動です。
４月から利用希望の方は早めに登録し
てください。
　a①２９年１月１１日（水）②３０日（月）
のいずれも午前１０時からb①生涯学習
センター集会学習室５②東部地域セン
ター会議室２h入会希望者（保護者）
の顔写真j保育あり（土曜・日曜日を
除く３日前までに要予約）k当日直接
会場へl同サポートセンター緯４７５・
３２９４
 

薬湯の日
①ゆず湯＝ab１２月２１日（水）、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
②南天の湯＝ab２９年１月８日（日）、
源の湯（東本町７－６、緯４７１・０００５）
午後３時半～１１時
《①②共通事項》
　j小学生以下は無料l各利用施設

ガ イ ド

市民ハイキング
初春　外秩父の展望を求めて
～市山岳連盟主催
　abc２９年１月８日（日）午前６時
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　外秩父・ 大 

おお

 霧  山 （７６７ｍ）▼コース　東久留米（電
ぎり やま

車）－小川町（バス）－ 橋  場 －大霧山
はし ば

－ 経  塚 （バス）－小川町（電車）－東
きょう づか

久留米▼歩行時間　約４時間e少し経
験者向きg８００円（保険代を含む）交通
費実費（約２,８００円）h靴（軽登山靴）、
弁当、飲み物、雨具、帽子、手袋ほか。
　※雪の場合もあるので防寒対策を。
kl１２月１９日（月）までに同連盟・岩
田緯０４２・３９２・３７０８（午後７時～８時）へ
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
　a２９年１月８日（日）・２１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（新規登録
チームは別途３,０００円）j抽選会は１２月
２４日（土）午後６時半～８時にスポー
ツセンター３階でkl同連盟事務局・
貫井緯４７４・１１１１へ
シニアスポーツ振興事業
第１回シニアスキー教室（第139回
スキー教室）
～市体育協会主催、市スキー連盟主管
　a２９年１月２７日（金）午後８時集合
（市役所前）～２９日（日）午後７時帰
着予定b 尾  瀬  岩  鞍 スキー場（宿泊は、

お ぜ いわ くら

よしの山荘緯０２７８・５８・７４１５）e小学
３年生以上（小学生は保護者同伴）f
先着４０人g一般２万７,０００円、会員と
小・中学生は２,０００円引き（１.５泊３食付
き。リフト代別）kl２９年１月１０日（火）
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・
口座番号（普通）３０４６４７９「東久留米市
スキー連盟」（振込時の氏名はフルネー
ムで）に参加費を振り込んでください。
第13回市民つなひき大会
　幼児から成人まで世代を超えて多く
の方が参加できる大会です。手作りプ
ラカードの審査も行い、工夫あふれた
力作が披露されます。
　a２９年２月１８日（土）午前９時開会
（８時半から受け付け）bスポーツセ
ンターc部門　①未就学児（３歳以
上）の部②小学１・２年生の部③小学
３・４年生の部④小学５・６年生の部
⑤中学生の部⑥一般男子の部⑦一般女
子の部⑧一般混合の部（中学生以上）
⑨一般男女混合の部（６０歳以上）。　※
⑤～⑧は重複エントリー可。⑧・⑨は
試合中男性４人まで。▼チーム編成　
１チーム８人（登録は１３人まで、体重
制限なし）e市内在住・在勤・在学・
在クラブの方g一般２００円、中学生以下
１００円（１人当たり。保険代など）k１２
月１５日（木）～２９年２月６日（月）に、
参加申込書に必要事項を記入の上、〒
２０３－００１１、大門町２－１４－３７、スポ
ーツセンター宛て郵送、ファクス（４７０・
２６８８）、または直接同センターへ。　※
参加申込書は１２月１５日（木）以降、市ホ
ームページからも取得できます。l生
涯学習課スポーツ振興係緯４７０・７７８４
 

郷土資料室「冬の昆虫展」
　夏に見た虫たちは、今どこで何をし
ているのでしょうか。寒さが厳しい冬
の間、虫たちはいろいろな場所で冬を
越す工夫をしています。日ごろ見られ
ない冬を生き抜く昆虫を展示します。
　a２９年１月１３日（金）～３１日（火）
のいずれも午前９時～午後４時半（日
曜日は休室）b同室（わくわく健康プ
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インターネット利用時の「ウイル
ス感染」表示に注意しましょう
Ｑ．パソコンでインターネット検索
していたら、突然「ウイルスに感染
しました」と表示されました。すぐ
に連絡先へ電話し、数年間のサポー
トサービスを契約しましたが、怪し
いと思います。解約はできますか。
Ａ．同様の事例が全国の消費生活セ
ンターに寄せられています。トラブ
ルが発生し、カスタマーサービスに
電話しても日本語が通じにくく解約
交渉が難しいケースもあります。
　「ウイルスに感染した」や「システ
ムエラー」の表示を目にすると動揺
しますが、それはパソコンの真の状
況を知らせるものではないかもしれ
ません。ＯＳ（基本ソフト）やアプ
リケーションソフトが最新でない場
合、セキュリティの脆弱さを狙い、
このような表示をするプログラムを
埋め込まれた可能性があります。自
分がパソコンに入れているセキュリ
ティソフト以外のウイルス感染表示

が出る場合、それは新たなソフトの
勧誘広告の可能性があります。
　突然の表示に慌てて、すぐに表記
の連絡先に電話をしたり契約したり
することはトラブルの元です。クレ
ジットカード払いを利用すると契約
は簡単にできますから注意が必要で
す。ソフトウエアやサポートサービ
スを契約する場合は、料金・契約自
動更新の有無・サポート窓口の日本
語対応の有無・途中で解約するとき
の条件を必ず確認しましょう。
　ネット上で契約をすることは通信
販売であり、消費者が一方的に契約
を撤回するクーリングオフ制度はあ
りません。解約には事業者との話し
合いと合意が必要です。
　こうしたトラブルを防ぐため日ご
ろからＯＳやアプリケーションソフ
トを最新の状態にしておきましょう。
また、パソコンに不具合が発生した
ら、まずパソコンメーカーのサポー
ト窓口に相談するようにしましょう。
　お困りの際は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


