プログラム（セルフ式）
【対象】
秋季プログラム当選

※いずれも参加型です。

事

【定員】
各回 組

通

東久留米前沢郵便局

前沢３−７−９
東久留米滝山郵便局

滝山４−１−２２
東久留米本村郵便局

下里１−１１−１１
東久留米下里郵便局

下里３−１７−１１

度で出場しました。
今後、さらに出場件数が増 または「０４２・５２１・２
加すると救急隊の到着するま ３２３」
（ 時間・年中無休）

【電話番号】「＃７１１９」

年中の救急出場件数は約 万 「東京消防庁救急相談セン
件で、およそ 秒に１回の頻 ター」をご利用ください。

東京消防庁管内における昨 らない場合の相談窓口として

救急車の適正な利用のお願い

南沢５−１８−４８

募方法などの詳細は、各学校 時 半 〜６ 時 半 ②
、 月
に配布される冊子または多摩 （ 土 ）
日（土）の

いずれも午後
５時半〜７時
【場所】
多摩

【期間】
７月 日（土）〜８ 六都科学館
【内容】
①謎

【場所】
小平市内・東村山市 解きプラネタ
内・清瀬市内・東久留米市内・ リウム②多摩
六都科学館謎
解きナイト
▶冊子の表紙

住人であった奥住又右衛門が ８年に見事復活を果たしま
旅先から持ち帰り、栽培が始 した。この伝統小麦を守り
まったと言われる在来種です。 継ぐため、市内の農業者の

ンバインに吸い込まれてい

ます。バリバリと小麦がコ

現在は、東久留米市のみで生 方々が、農薬不使用で大切
産され、江戸東京野菜として に育て、出荷をしています。
収穫はコンバインで行い
草丈が高いことが特徴で、
く様子は圧巻です。

登録されています。
一般的な小麦の２倍近い１３
収穫された小麦は、乾燥

０㌢㍍ほどに成長します。
この特徴から、倒れやすく、

５月下旬から６月初旬に 量産が難しいため、戦時中の 後に３カ月ほど熟成させ、
かけて、市の特産品である 食糧増産の中で姿を消し、「幻 ９月〜 月頃に新麦として、
柳久保小麦が収穫されまし の小麦」と呼ばれるようにな ＪＡ東京みらい東久留米新
鮮館、野崎書林に出荷され

「意識がない」など緊急性が
あるときは、迷わず１１９番
通報をしてください。
救急車を呼ぶか判断に迷っ
た時や診療可能な病院がわか

普通救命講習のご案内

Higashikurume Free Wi-Fi

設
置
場
所
（ 協 力 店 舗 ）

をご利用ください
市では、観光環境・利便性
の向上や、災害時の情報伝達
手段の一助とすることを目的
として、公共施設や協力店舗
などで、利用料・通信料が無
料でインターネットに接続で
きる公衆無線ＬＡＮサービス
「 Higashikurume Free Wi
」を提供しています。ど
-Fi

なたでも接続可能ですので、
ぜひご利用ください。
※電波の届く範囲や電波の
強さは、利用環境（端末機器
など）によって異なります。
【利用方法】
利用開始時（初
回のみ）にメールアドレスを
登録することで、どなたでも
無料で利用可能です。また、

ノ４ノ 、セザール東久留米

Japan Connected-free WiKon hair & make atelier
ア プ リ（ http://www.（前沢４ノ ノ１、第２榎本
Fi
ntt-bp.net/jcfw/use/ja/ビル１０３号）▼ HAIR SAL
）を経由して接続す
（新川町１
01.html
ON la Glycine

ることもできます。

テッカーが目印です。

※アクセスポイントは右ス

ノ７）

ドリー前沢宿（八幡町２ノ

１回につき 分 駅前１１１号）▼コインラン
【利用条件】
まで（１日何回でも利用可）

設
置
場
所
（公共施設など）
東久留米駅富士見テラス

用がかかります）
。詳細は産

募集しています（導入には費

さい。

業政策課へ問い合わせてくだ

４７０・７７４３へ。
て１５００円が必要です）

ぜひご利用ください。

点の計 点。

【入賞】
市長賞２点以内、外

会 員 募 集

◆太極拳（結の会） 第
３火曜日午前 時〜正午、
わくわく健康プラザ他で。

りたい方、年齢制限なし、

７００円。楽しく資格を取

◆カラオケ（ウイング） 入会金１０００円、会費月
毎週木曜日午後０時 分
〜３時半他、生涯学習セン
ターで。入会金１０００円、 初めての方大歓迎。詳しく
会費月２０００円。歌好き は 安 原 ☎ ０８０・１３１
◆グラウンド・ゴルフ
（落

な方歓迎。十八番の披露や ７・４８８４へ。
課題曲など一緒に歌いませ

〜午後１時、不動橋広場で。

日と毎週金曜日の午前９時

んか。詳しくは富田☎４４ 合ふれんず） 月２回火曜
◆東久留米ペン習字会

６・８４７５へ。

１０００円。年齢 歳以上

第１・第３月曜・水曜日の 入会金１２００円、年会費
午前 時〜正午他、生涯学
習センターで。入会金３０
の方。健康寿命を延ばしま

へ。

８０・４２９２・３２８０

０円、会費月２９１０円他。 せんか。詳しくは松本☎０
午後の場合もあり。つけペ

し

ラブ連合会） ８月

日

◆体力測定会（シニアク

催

ンとボールペン。初級から
上級まで。詳しくは河端☎
◆東久留米市山岳連盟

４７５・８４５５へ。
月２〜３回、日曜日午前６
時〜午後６時他。奥武蔵、
秩父、奥多摩などの山々で。 （水）午後１時から、市ス
入会金５００円、会費月７ ポーツセンター体育館で。
００円他。初心者歓迎。大 参加費無料。 歳以上で市

東久留米市平和事業

６７５・７１４８へ。

２０２１

平和資料展「サダコと折り鶴」
市では平和資料展として、 ど、児童・生徒をはじめ多く

米市内の戦争の痕跡」の展示 日（金）のいずれも午前９時
を行います。 年以上前に起 〜午後５時

こった戦争を知り、今あらた 【 場 所】市 民 プ ラ ザ ホ ー ル
めて平和について考える機会 （市役所１階）

 ご協力ありがとうございました

ムページから取得できます。
「令和３年経済センサス
活動調査」への

ツールです。東京消防庁ホー

消防や救急の知りたい情報 になればと思います。
【入場料】
無料
をいつでも・どこでも・手軽
学校の夏休み中に開催しま
詳しくは総務課☎４７０・
に入手できる安全安心情報 すので、夏休みの自由研究な ７７１４へ。

東 京 消 防 庁
公式アプリのご案内

１１９（内線３８０）へ。

広島平和記念資料館よりお借 の市民の皆さんのご来場をお
定証が交付されます。
申し込みと詳しくは同消防 りした資料「サダコと折り鶴」 待ちしています。
７月 日（木）
・
署警防課救急係☎４７１・０ と市が所蔵する資料「東久留 【日時】

※講習修了者には後日、認

にリフレッシュしましょう。 測定してみませんか。詳し
詳しくは中山☎０９０・４ くは細田☎０８０・１０７
７・６２８８へ。

※ Higashikurume Free 自然に触れながら心身とも 内在住の方。自分の体力を
Wi-Fiの新たな協力店舗を

ンター１階ロビー・喫茶（滝

（本町１ノ４）▼西部地域セ
山４ノ１ノ ）▼南部地域セ
ンター１階ロビー・喫茶（ひ

㌢㍍× ㌢㍍）の画用紙１枚

詳しくは同課振興企画係☎

ばりが丘団地１８５）▼東部
地域センター１階ロビー・喫
茶（大門町２ノ ノ５）

町３ノ４ノ ）

【規格】
Ａ４から四ツ切（

【受講料】
無料（教材費とし

【定員】
先着 人程度

【内容】
心肺蘇生法・ＡＥＤ
東久留米消防署では、市民 の取り扱い・止血法など

を対象とした救命講習の受講
者を募集しています。

環境をテーマにした
ポスター作品を募集します
小・中学生を対象に「環境

広報５月 号でお知らせし り保護されます。回答してい
ました「経済センサス 活動 ただいた調査票は外部の方の
調査」にご協力いただきあり 目に触れることのないよう厳

でない事業所は、調査票を記

まだ調査票の提出がお済み

がとうございました。本調査 重に保管され、個人情報の保
の速報集計結果は、４年５月 護には万全を期しています。
末を目途に国から公表される
予定です。

また、確定集計結果は、４ 入の上、市情報管理課統計調
【書き方】
水彩、クレヨン、
※各賞の受賞者数は応募数
年９月頃〜５年６月末に国か 査係まで速やかにご提出いた
貼り絵など
によって増減します。
だきますようお願いします。
【応募方法】 月 日（金） 【作品の掲載など】
入賞作品 ら順次発表する予定です。
【対象】 月１日現在、市内 〜 日（月）に、作品の裏面 は来年６ 月に開催する環境
調査により集められた個人
詳細は総務省統計局ホーム
フェスティバルの案内用ポス 情報は「統計法」の規定によ ページをご覧ください。
詳しくは、同係☎４７０・
に 月１日現在の学校名・学

災害発生時等に慌てず対応 緒に次の３種類のパンフレッ

災害発生時等に備えて
避難方法などを確認しましょう

詳しくは同課☎４７０・７

ターと市ホームページに掲載

する予定です

ポスターコンクール」を開催 在住・在学の小・中学生

します。日頃、環境について 【 作 品 テ ー マ】「 地 球 温 暖 年・氏名（フリガナ）を記入
感じていること、伝えたいこ 化・省エネ」「水・緑・生き物」 の上、市内在学の方は学校を

接持参してください

７５３へ。
名木」など

となどを作品にしてみません 「ポイ捨て・ごみ問題」
「東 通じて、市外に通学の方は環
か。皆さんのご応募をお待ち 久留米の自然」
「東久留米の 境政策課（市役所５階）へ直
しています。

資源集団回収報奨金
（前期分）
の交付申請を受け付けます
新聞・雑紙・段ボール・古 婦人会・ＰＴＡなど

【必要書類】
▼資源集団回収

詳しくは、ごみ対策課☎４

新たに２カ所（浅間町と野火止）の
地区センターを指定しました

風水害時における指定避難所として

で起きていることを正確に把

な情報が発信されます。地域

７７７７（内線２２２４〈土
曜・日曜日、祝日を除く午前
８時半〜正午、午後１時〜５
時 分〉
）へ。

台風シーズンの前に、同パ

ご覧になれます。

０・７７６９へ。

詳しくは防災防犯課☎４７

します。

報ツイッターなどでお知らせ

③新たに指定した風水害避
詳しくは防災防犯課☎４７
難所を掲載した「避難所案内」 ０・７７６９へ。

害』に備えましょう」

避 難 情 報 が 掲 載 さ れ た「 防 ザードマップ」もご確認くだ
災・減災パンフレット『風水 さい。市ホームページからも

②風水害に関する情報と、 せて、市が発行している「東
災害対策基本法の改正に伴う 久留米市防災マップ・洪水ハ

からの東久留米市集団回収実 し、安全に避難をするために、 トを配布しています。
ンフレットなどを確認し、感
施報告書▼振込先の金融機関 日頃から避難方法などを確認
①分散避難に関して記載し 染症下での避難について、今
の通帳のコピー（店名・口座 しておきましょう。
た「分散避難のススメ」
一度検討してみましょう。併
市では、今号の広報紙と一
として再利用できるものです。 【申請方法】
８月６日（金） 番号・口座名義人のわかる部
市では、市民の皆さんで組織 までに（消印有効）
、必要書 分、ゆうちょ銀行の場合は店
する団体が、このような資源 類を、〒２０３ ００４２、 名の数字と７ケタの口座番号
ごみを市が指定する再生資源 八幡町２ノ ノ 、市役所環 が必要）

取扱業者に引き渡した場合、 境安全部ごみ対策課宛てに郵 【ご注意】
必要書類などに不
その回収量に応じて報奨金を 送を。
備があると、受け付けできな
※郵送以外の提出は、ごみ い場合があります。
交付する資源集団回収報奨金

報奨金交付申請書▼回収業者

７３・２１１７へ。

制度を設けています。今回は、 対策課庁舎へ直接持参してく
※なお、資源集団回収報奨
２年８月〜３年７月に実施し ださい。あらかじめ日時を指 金交付申請書は市ホームペー
定しますので、事前に同課へ ジからも取得できます。
た資源集団回収を対象に報奨

【対象団体】
市内在住の方で

金の交付申請を受け付けます。 お問い合せください。
構成する自治会・子ども会・

市 で は、 浅 間 町 地 区 セ ン
ター（浅間町２ノ ノ ）お

正確な情報を得て
行動しましょう
【説明内容】
学童保育所につ

いて、児童厚生指導員（会計 よび野火止地区センター（野
厚生員（会計年度任用職員ア 水害時における指定緊急避難

握して、行動しましょう。な

災害発生時には、さまざま
シスタント職）の仕事内容、 場所兼指定避難所に指定しま

お、災害発生時などの避難所

年度任用職員専門職）
・児童 火止２ノ１ノ ）を新たに風

した。災害の発生に備え、事

の開設状況は、市ホームペー
ジ、安心くるめーる、緊急情

前に地域にある最寄りの避難
す。

詳しくは児童青少年課☎４ 場所などの確認をお願いしま

【日時】
７月 日（木）午前 応募資格などについて

学童保育所
職員募集説明会
学童保育所に勤務する職員

６５

◀︎プレ
 ミアム
付商品券特
設サイト

多摩北部広域子ども体験塾

【対象】
小平市・東村山市・

【内容】
５市まち歩き謎解き ミュージアム

「たまろくまちの探検隊・
謎解きミュージアム」



多摩北部それぞれのまちの

魅力の再発見をしながら謎解

きに挑戦してみませんか。
市のいずれかに在住・在学の

共

東久留米南沢五郵便局

での時間が延びてしまい、救
また、
「東京版救急受診ガ
秋季プログラム
【参加費】
無料
える命を救えなくなる恐れが イド」では自ら緊急度や受診
【日時】① 月９日（土）
・
詳しくは同館☎４６９・６ あります。適正に救急車を利 科目を確認することができま
日（土）のいずれも午後５ １００または市企画調整課☎ 用し、自分で病院に行ける場 す。 詳 細 は 東 久 留 米 消 防 署 【日時】
９月 日（土）午前
月 ６ 日 ４７０・７７０２へ。
合は、自家用車や公共交通機 ホームページや東京消防庁公 ９時〜正午
関をご利用ください。ただし、 式アプリをご覧ください。
【場所】
東久留米消防署（幸

項

清瀬市・東久留米市・西東京 者とその保護者（１組２人）

東久留米市・西東京市の小・
小・中学生

小平市・東村山市・清瀬市・

中学生に冊子を配布します。
夏季プログラムの謎を解い

た方には、秋季プログラムの

中央町５−９−２４

１０

当日直接会場へ。
７０・７７３５へ。

▲市ホームページ ▲市ホームページ
（野火止地区セ （浅間町地区セ
ンター）
ンター）

応募だけでなく、先着で記念

東久留米中央町郵便局

時〜 時半

１６

品プレゼントがあります。応

【ご注意】
※社会情勢により、営業日・時間は変更になる場合があります。
※混雑状況などにより、販売場所は変更になる場合があります。
※売れ行き状況など、商品券に関する販売場所へのお問い合わせ
は営業の妨げになりますので、直接電話をしないでください。
お問い合わせは、市プレミアム付商品券コールセンターへお願
いします。

午前９時〜
午後５時
小山５−２−２６

【会場】
市役所５階５０２会

▲防災情報に関
する市ホーム
ページ

１５

六都科学館ホームページをご

午前９時〜

翌午前３時
東久留米小山郵便局

４０

▲総務省統計局
ホームページ

１０

覧ください。

前沢５−８−３
本町１−２−２２

（児童厚生指導員・児童厚生

１５

１０ ２５

夏季プログラム

MEGAドン・キホーテ
東久留米店２階レジ

東久留米本町郵便局

１０

月 日（火）

午前９時〜

午後６時

布・アルミ缶などは、家庭か 【報奨金交付額】
回収実績量
ら出されるごみの中で「資源」 に応じて１㌔㌘当たり９円

▲資源集団回収報
奨金に関する市
ホームページ

西東京市内

幸町５−３−２１

議室

２４

黄 金 色 に 輝 く
柳 久 保 小 麦 が
収穫されました

マルフジ東久留米店
サービスカウンター
学園町２−１−２４

員）の募集に当たり、職員募

３０

午前１０時〜

午後８時
大門町２−６−５

１０

２９

前沢５−３３−1７

集説明会を開催します。

２５

３２

８３

りました。

３４

１０

−

−

島忠ホームズ小平店
１階サービスカウンター
東久留米学園町郵便局

▲「Higashikurume Free Wi-Fi」のステッカー

１４

南沢５−１７−６２

東久留米大門郵便局

１０−

た。

３８

▲東 京 消 防 庁
ホームページ

午前９時〜
午後７時
上の原１−４−１１−１０１

２９

今年は例年より暖かく、
しかし、奥住氏のご子孫が、 る予定です。ぜひお楽しみ
二週間ほど早い収穫となり 農林水産省生物資源研究所で に。

５４

６５

２３

２０

販売時間

午前９時〜

午後８時
東久留米団地内郵便局

１０

１２

７０

６０

所在地
中央町１−１−４４

１０

３０

２５

ました。
保存されていたわずかな種を、 詳しくは産業政策課☎４
柳久保小麦は江戸時代１ 市外に持ち出さないというこ ７０・７７４３へ。
８５１年に、現在の柳窪の とを条件に譲り受け、１９８

１８

１０

場所
所在地
場所

【市内大型店】※土曜・日曜日、祝日も販売します。
【市内郵便局】※土曜・日曜日、祝日は販売しません。

販売場所・時間一覧
東久留米市プレミアム付商品券
令和３年度
▲柳久保小麦の収穫の様子

１５

１０

１１

©Tezuka Productions

▲多摩六都科学
館ホームペー
ジ

イオン東久留米店
１階サービスカウンター
東久留米郵便局

２４

【販売日時・場所】
７月20日（火）〜８月31日（火）
、時間と場所は下表の通り
【購入方法】
購入引換券（ハガキ）が届いたら、同引換券と現金を指定の販売場所へ
持参の上、ご購入ください。
※商品券の購入は現金のみです。
また、
分割での購入はできませんので、
購入希望冊数を一括でご購入をお願いします。
【使用可能店舗】
広報６月１日号と一緒に配布した同商品券のチラシまたは同商品券特設
サイトをご覧ください。

１１

７２

東久留米市プレミアム付商品券の購入申し込みをされた方へ、７月20日
（火）から、購入引換券（ハガキ）を順次発送します。購入時の密集を避
けるため、一斉に送付せず、複数回に分けて送付します（郵送は、７月31
日〈土〉には完了する予定です）
。
詳しくは、プレミアム付商品券コールセンター☎050・3151・7767へ。

１０

販売時間

１０

２４

４４

東久留米市プレミアム付商品券の
購入引換券を発送します
３１

５０

4

15
7.
5

15
7.

１０

※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。 3.
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。 3.

