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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.　12.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

１２
土金木水火月日

２２１

９９８７６５４３３

１１６６１５１４１３１２１１１１００

２２３３２２２１２０１９１８１１７７

３３００２９２８２７２６２５２４２４　
３　３１１

1
土金木水火月日

６６５４３２１１

１１３３１２１１１０９８８７７

２２００１９１８１７１６１５１１４４

２２７７２６２５２４２３２２２２１１

３１３０２９２２８８

　☆将棋大会＝a２０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
　☆中高生年代会議＝a２５日（月）午
後５時半からc児童館の運営について
の意見を聞かせてくださいe中学・高
校生年代
　☆オセロ大会＝a２６日（火）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
　☆もちつき大会＝a３０年１月２０日
（土）午後１時半～３時e幼児（保護
者同伴）～高校生年代f先着２００組g無
料i当日は児童館の通常利用はできま
せんk３０年１月５日（金）午前９時か
ら整理券を配布
 

　☆環境整備の日＝a１２月１７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動きやすい、汚れ
てもよい服装で
　☆卓球大会＝a２０日（水）午後３時
半からe小学生
　☆中高生年代バドミントン大会＝
a２２日（金）午後５時半からe中学・
高校生年代
　☆交通安全・防犯教育の日＝a２３日

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

（祝）午後３時からc冬休みを安全に
過ごすための話e小学生～高校生年代
　☆スポーツで元気＝ae２５日（月）
午前１０時半からが乳児、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
 

　☆ぴよぴよママの会＝a１２月２０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
　☆交通安全・防犯教育の日＝a２５日
（月）午後３時半からc冬休みに向け
た交通安全と防犯の話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（水）午後
３時半から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
　☆もちつき大会＝a３０年１月１４日
（日）午前１０時から（９時４５分開場）
c餅つき（交代制）、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２５０人g無料hおわん、箸、靴袋
i当日は児童館の通常利用はできませ
んk１２月１７日（日）午前１０時から整理
券を配布（電話不可）
 

ジュニア体験クライミング
～市体育協会主催
　a３０年１月６日、２月１０日、３月１０
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
市民ハイキング
初詣で宝の山へ
～市山岳連盟主催
　abc３０年１月８日（祝）午前７時
４５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＝外秩父・
 大  霧  山 （７６７m）▼コース＝東久留米駅
おお ぎり やま

（電車）－ 長  瀞 駅－ 宝  登  山 神社－宝登
なが とろ ほ ど さん

山（復路も同じ）▼歩行時間＝約３時
間e初心者も参加できますg８００円（保
険代を含む）、交通費実費（約２,０００円）
h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（火）まで
に、同連盟・中山緯０９０・４６７５・７１４８
（午後７時～８時）へ
クライミング体験会
～市山岳連盟主催
　a３０年１月１６日、２月１３日、３月１３
日のいずれも火曜日、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g５００円k当日直接会場へl同連
盟・藤重緯０９０・４２４０・６３９３

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

 

　☆赤ちゃん広場＝a３０年１月５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＝a３０年１月１２
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）k３０年
１月４日（木）午前１０時から同センタ
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１５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

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

　☆おはなし会＝ae１６日・２３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b滝山図書館c絵
本の読み聞かせ、手遊びなど
　☆わらべうたスマイル講座＝a２７日
（水）午前１０時半～１１時半c遠野地方
のわらべ歌、育児の悩み相談や話し合
いe０歳児d原悠子氏
　☆ベビーマッサージ＝a３０年１月１２
日（金）午前１０時～１０時４０分と１１時～
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k３０年
１月５日（金）午前９時から受け付け
（電話可）
　☆おもちつき大会＝a３０年１月２１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）
～高校生年代f先着２００人g無料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（金）午前９時
から整理券を配布（電話不可）
 

　☆工作の日＝a１２月２０日（水）・２１日
（木）のいずれも午後２時からcクリ
スマスリース作りe小・中学生k当日
受け付け

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

年　　　　始年　　　　末日　程
施　設　名 ５日

（金）
４日
（木）

３日
（水）

２日
（火）

１日
（祝）

３１日
（日）

３０日
（土）

２９日
（金）

２８日
（木）

２７日
（水）

２６日
（火）

２５日
（月）

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）
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）（※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
子ども家庭支援センター（総合相談窓口）（※６）
地域子ども家庭支援センター上の原（※６）

　児童館（中央・けやき・滝山・ひばり）（※７）
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（木）の午後５時～３０年１月３日（水）は利用できませ
ん。４日（木）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（金）～３０年１月３日（水）
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（木）午後５時までと３０年１月４日（木）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（金）～３０年１月３日（水）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（木）～３０年１月４日（木）、滝山図書館は１２月２９日（金）～３０年１月４日（木）
に閉鎖します
★中央図書館の集会室利用申し込み…年末は１２月２８日（木）まで、年始は３０年１月６日（土）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、１２月２８日（木）午後８時に閉館し、３０年１月６日（土）から開館します。
（※３）生涯学習センターは、１２月２３日（祝）は開館します。
（※４）滝山・ひばりが丘・大門町の各地区センターの風呂営業は、設備点検のため１２月２８日（木）と３０年１月４日（木）に休業します。
（※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（金）～３０年１月３日（水）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（木）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（木）は館内整理日のため全館休館します。３０年１月４日（木）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。

新春の初ウオーク「開運！東久留米七福神
めぐり」30年１月13日（土）開催
　「開運！東久留米七福神めぐり」は、市内５寺
に祭られている七福神を巡り、１年の幸福や安
全を祈願する、お正月のウオークイベントです。
コース上の商店会やゴールの市役所１階などで
は、特産品や楽しいイベントなどを用意してい
ます。黒目川や落合川の澄んだ清流沿いを中心
に、豊かな自然が残るコースで、七福神めぐり
を楽しみませんか。沿道の皆さんも笑顔で迎え

てください（歩行距離約８km、所要約２時間）。
　ab３０年１月１３日（土）。雨天決行・荒天中止
▼受付時間＝午前９時半～１１時半（受付開始直
後は混雑が予想されます）▼受付会場＝西口中
央公園（東久留米駅西口から徒歩約３分）g１００
円（保険代を含む）j最新情報などの詳細は東
久留米市の情報サイト「くるくるチャンネル」
（http://kuru-chan.com）でご覧になれますk当
日直接会場へl七福神めぐり実行委員会事務局
（市民プラザ）緯４７０・７８１３

（　　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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　a①１２月１８日（月）午後１時半から
②３０年１月１１日（木）午前１０時から
（いずれも１時間半程度）b①がわく
わく健康プラザ社協会議室②が生涯学
習センター集会学習室５h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
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
◎弁護士無料法律相談（第２日曜日）
　a３０年１月１４日、２月１８日、３月１１
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前月１５日から受け付け
◎成年後見無料専門相談（第４水曜日）
　a１２月２７日、３０年１月２４日、２月２８日、
３月２８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）
後見人等情報交換会のお知らせ
　後見人等が日々の後見事務を円滑に
行えるよう支援するため、後見人等の
意見交換を実施します。
　a１月２３日（火）午後２時～４時b
市役所７階７０３会議室e市民の後見人・
保佐人・補助人・任意後見人、他市に
住む親族の後見人等および受任予定の
市民k電話（４７９・０２９４）、ファクス（４７６・
４５４５）または電子メール（info@higashi
kurume-shakyo.or.jp）で、氏名・住所・
電話番号を市社会福祉協議会成年後見
制度成年後見制度推進機関へお知らせ
くださいl同協議会
老い支度講座
公証人が教える遺言の書き方
　遺言は、大切な人たちのために自分
の思いを遺すものです。家族や親族に
分かりやすい遺言の書き方と、その手
続きを行う公証人および公証役場につ
いて、現役の公証人からお聞きします。
　a３０年２月２日（金）午前９時半～
正午b市役所７階７０１会議室e市内在
住の方f先着５０人d池袋公証役場公証
人の吉田博視氏g無料k１２月１５日（金）
～３０年１月１９日（金）に電話（４７９・０２９４）
またはファクス（４７６・４５４５）で、氏
名・年齢・住所・電話番号・公証人へ
の公開質問を市社会福祉協議会成年後
見制度成年後見制度推進機関へお知ら
せくださいl同協議会
 

薬湯の日“①ゆず湯・②南天の湯”
　a①が１２月２２日（金）、②が３０年１月
７日（日）b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j小学生以
下は無料l各利用施設
都税事務所
年末年始の窓口業務のご案内
　都税事務所・支所・支庁、総合事務

ガ イ ド

センター・自動車税事務所での申告・
納税・証明書などの取り扱いは、年末
が１２月２８日（木）まで、年始が１月４
日（木）からです。１２月２９日（金）～
３０年１月３日（水）に申告書・申請書
を提出する場合は、都税事務所・支所
などに設置の「申告書等受箱」へ。
　l立川都税事務所緯０４２・５２３・３１７１
特設行政相談所を開設します
　登記、相続、税金、
都政などの相談や、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。
　a３０年１月１２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
TAMA市民塾　塾生を募集します
　a３０年４月～９月b多摩交流センタ
ー（京王線府中駅北口徒歩３分）c
「色紙ではじめる日本画」「ビートルズ
を英語で話そう！」など全１１講座
g３,０００円～６,０００円（講座回数による）
k東京市町村自治調査会ホームページ
（http://www.tama-１００.or.jp/）を確認
の上、申し込みをlTAMA市民塾緯
０４２・３３５・０１１１
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、３０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▼第１回＝３０年２月２８日
（水）まで▼第２回＝３月１日（木）
～２０日（火）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

第14回市民つなひき大会
　誰でも気軽に参加できます。世代を
超えて楽しめるスポーツです。工夫を
凝らした力作の手作りプラカードが披
露され、審査も行います。
　a３０年２月２４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g２００円、中学生以下１００円（１
人当たり。保険代など）j代表者会議
と抽選会は３０年２月１７日（土）午後５
時から同センターでk１２月１５日（金）
～３０年２月１３日（火）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
宛てに郵送、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（金）以降、生涯学習課
（市役所６階）、同センター他で配布す
るほか、市ホームページからも取得で
きます。l同課スポーツ振興係緯４７０・
７７８４
 

第220回東京都都市計画審議会の
傍聴者を募集します
　a３０年２月６日（火）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k３０年１月１６日（火）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
マンション耐震セミナーを開催します
～都主催、中央区・品川区・NPO法人
耐震総合安全機構共催
　都では、冬の耐震キャンペーンの一
環として、改修を終えたマンションの
見学会、耐震診断・改修の実例を交え
た講演会や個別相談会を実施します。
①現場見学会＝b中央区Ａマンショ
ン・品川区Ｂマンション（現地近くの
区有施設に集合）
②講演会＝b都庁議会議事堂１階都民
ホール（新宿区西新宿２－８－１）c
講演１＝マンション耐震化のススメ！
▼講演２＝マンションの耐震改修等に
関する融資制度について▼講演３＝く
っつけちゃう耐震
③マンション耐震個別相談会＝b同議
事堂１階都政ギャラリー
　《①～③共通事項》a３０年１月２０日
（土）、①が午前１１時～正午、②が午後
２時～５時、③が午後１時～４時eマ
ンションの管理組合役員、区分所有者、
管理会社などf①が先着４０人（各２０人）、
②が先着２５０人、③が先着２４組g無料k
ファクス（０３・６９１２・０７７３）で①～③
の行事名、住所、氏名、電話番号をNPO
法人耐震総合安全機構へお知らせくだ
さいl都都市整備局マンション課緯

０３・５３２０・４９４４
新春演奏会
〜尺八とギター〜
　歌謡界の大御所有名歌手のバックと
しても活躍中のメンバーが西部地域セ
ンターにやって来ます
　a３０年１月２８日（日）午後２時～４
時（１時半開場）b西部地域センター
３階多目的ホールc出演＝小池進とＪ
Ｊグループ（ギター・ドラム・ベース）、
素川欣也氏（尺八）▼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」他f１５０人g１,０００円
k１２月１５日（金）から入場券を市民プ
ラザ、東部・南部・西部の各地域セン
ターで頒布l西部地域センター緯４７１・
７２１０
映画「あん」
凱旋上映会を開催します
　東村山市を舞台に撮影されたハンセ
ン病元患者とその周辺の人間ドラマ、
映画「あん」（河瀬直美監督、樹木希林
主演）の上映会を開催します。映画関
係者の舞台挨拶も予定しています。
　a３０年１月７日（日）午後２時～５
時（１時開場）b東村山市立中央公民
館ホール（東村山市本町２－３３－２）
f４００人程度（応募者多数の場合は抽
選）g無料i駐車場はありませんk１２
月２０日（水）までに（消印有効）、往復
はがき（１人１枚）に事業名・住所・氏
名（ふりがな）・電話番号・特記事項を
記入の上、〒１８９－８５０１、東村山市本
町１－２－３、東村山市役所企画政策
課宛て郵送をl同課緯０４２・３９３・５１１１
シルバー人材センター会員募集
　a１２月２０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k当日直接
会場へl同センター緯４７５・０７３８
多摩六都科学館
①冬の特別イベント
「ロクトロボットパーク」
　a１２月２３日（祝）～２７日（水）、３０年
１月４日（木）～８日（祝）b同館地
下１階イベントホール他c見て、動か
して、楽しいホビーロボットが集合し
ますg入館料大人５００円、４歳児～高校
生２００円k当日直接会場へ
②かんたん工作「ピッチングマシ
ーンをつくろう」
　a１２月２３日（祝）～２７日（水）、３０年
１月４日（木）～８日（祝）の午前１０
時半～１１時半と午後０時半～１時半b
同館２階科学学習室cモーターでロー
ラーを回転させて球を飛ばすピッチン
グマシーンを作りますe小学生（小学
３年生以下は保護者同伴）f各回先着
２４人g材料費１,６００円（他に入館料が必
要）k各日午前９時半から同館エント
ランスホールで参加券を配布します
　《①・②共通事項》j１２月１８日（月）・
２８日（木）～３０年１月３日（水）は休
館l同館緯４６９・６１００
東久留米市ファミリー・サポート・
センター事業説明会
～助け合いで子育てしやすい街へ～
　保育園・学童保育所への送迎、子育
て中のリフレッシュ、子どもを預けて
用事を済ませたいなど、子育て中の困
り事を市民の協力者がサポートする有
償の地域の助け合いです。利用を希望
する方と協力を希望する方をつなぎま
す。どちらも、まずは説明会にご参加
ください。


