伝統文化親子教室
事業のご案内
︻定員︼ 人

この事業は令和3年度文化 子
芸術振興費補助金を活用し︑
會

あお ぎり

小笠原新流梧桐
次の教室を開催するものです︒ ︻実施団体︼
①﹁子供着付教室﹂
無料
浴衣︑着物︑帯の結び方と︑ ︻費用︼

集会室︵滝山4ノ3ノ ︶
※抽選状況により日時・会
場が変わる場合があります︒
︻対象者︼
5歳〜高校3年生
︻定員︼ 人

民有地のハチ対策
市では︑個人の住宅や管理 ないので︑薬局などで購入で
での駆除が可能です︒スズメ す︶
︒

きるハチ専用の駆除スプレー ムページからもご覧になれま

地にできた蜂の巣の駆除は

︻実施団体︼
東久留米清新緑 者がいる集合住宅など︑民有
バチは凶暴で攻撃性が強いた

風の会
行っていません︒ハチは︑特
数の業者から見積りを取り︑

︻ご注意︼
駆除費用は自己負

︻費用︼
800円
め︑専門の駆除業者への依頼 担です︒依頼する場合は︑複
をお勧めします︒
ご検討ください︒

く巣づくりをしますので︑手

︻持ち物︼
浴衣︑帯︑足袋︵無 に手入れ不足の庭木などに多
い場合は要相談︶
◎駆除業者の紹介

詳しくは同會館・渡邊☎4
71・4022へ︒
︻受付期間︼
8月1日︵日︶ 入れを充分にしてください︒
詳しくは環境政策課☎47

②﹁古典芸能である日本舞踊
市と協定を結んだ市内の駆

多摩北部広域子ども体験塾
のいずれも土曜日午後5時半

︻日時︼ 月6日︑ 月 日

アシナガバチは攻撃性が少 除業者を紹介します︵市ホー 0・7753へ︒

◎ハチの巣を取り除くとき

日 ︵ sobu777jp-tokyo@yaho
そう ぶ

0︶または電子メール

申し込みと詳しくは電話

︻持ち物︼
白い靴下または足 の装いを学んで体験﹂

から定員に達するまで

袋など

月

3日間の集中コースで日本

巫女装束や狩衣装束の着装を

粧体験をします︒
︻ 日 時︼全 3 日︒

会 員 募 集

心者・高齢者歓迎︒師範資
格取得も可︒詳しくは福田
☎090・9396・69
◆健康麻雀︵前沢ときわ

◆棒術・居合術︵練心武 64へ︒
勇会︶ 毎週日曜日午前
時半〜午後1時 分︑市ス 会︶ 毎週月曜日午後0時
ポーツセンターで︒入会金 半 〜5 時︑ 西 部 地 域 セ ン
3000円︑会費月300 ターで︒入会金1200円︑
0円︒稽古で健康な体を造 会費年1200円他︒女性
ります︒未経験の方も歓迎 にやさしい﹁ありあり健康
します︒詳しくは細谷☎4 麻雀﹂を楽しみませんか︒

申し込みはファクス︵47
〜7時頃

秋季プログラム
謎 を 解 か な く て も︑ 小 平

︻日時︼ 月9日・ 日のい

事

項

ずれも土曜日午後5時半〜6
時半

意

◆東久留米市スポーツウ

◆ソフトボール︵東久留 520・1133へ︒
米ファイターズ︶ 毎週火
曜日午後3時〜6時︑南町 エルネス吹矢協会 毎週金
運動広場で︒入会金100 曜日午前9時〜 時他︑市
0円︑会費年6000円︒ スポーツセンターで︒入会
ソフトボールはもっと面白 金1000円︑参加費1回
く︑明るく︑楽しく和気あ 300円︒スポーツウエル

注
新型コロナウイルス感染症

留米市・西東京市に在住・在
いあいでやろう︒詳しくは ネス吹矢式呼吸法でさまざ

市ホームページまたは専用
車はできません︒また︑同乗

きます︵未登録者のみでの乗

護者・同一世帯の方も同乗で

ル東本町他で︒入会金10 月2〜3回︑日曜日午前6

時半︑コミュニティホー

詳しくは同館☎469・6
00円︑会費月2500円︒ 時〜午後6時他︒奥武蔵︑

◆東久留米市山岳連盟

月3回︒木曜日午前 時〜 0・3314・0902へ︒

す︒ 詳 し く は 土 屋 ☎ 09

学の小・中学生なら応募でき 拡大の状況によっては︑さら

主な変更後の内容は次の通 市・東村山市・清瀬市・東久

夏季プログラム

の予約フォームからデマンド
者は登録者と同じ乗降場でし

利用料金＝1人1回500円

◆体操クラブステップ

前原☎472・6488へ︒ まな健康効果が期待できま

最新情報などは多摩六都科

るようになりました︵応募は に変更となる場合があります︒

型交通﹁くるぶー﹂の利用登
か乗り降りできません︶

︵同乗者を含めた2人以上で

▶市役所前を走る東久留米市
デマンド型交通
﹁くるぶー﹂

ター他で︒会費月3500
円︒初心から師範まで養成︒
漢字︑仮名︑ペン字を明る
く楽しく仲良く指導︒詳し
くは齋藤☎473・257

自然に触れながら心身とも

し
◆にじメディアＶｏ ｌ．
日︵土︶
︑

5・6︵にじメディア制作
委員会︶ 8月

◆書道︵ＮＰＯ法人国際 9月 日︵土︶のいずれも

5へ︒

催

半 〜 正 午︑ 生 涯 学 習 セ ン 675・7148へ︒

月3回︒水曜日午前9時 詳しくは中山☎090・4

◆実用書道︵明峰書院︶ にリフレッシュしましょう︒

辺☎474・8472へ︒

トレッチ体操︒詳しくは渡 00円他︒初心者歓迎︒大

を元気に笑顔を取り戻すス 入会金500円︑会費月7

無理なく筋力・脳トレ︑体 秩父︑奥多摩などの山々で︒

100または市企画調整課☎

ださい︒

み︶
︒また︑応募期限が変更 学館ホームページでご確認く

◎5市まち歩き謎解きプログ 1 人 に つ き い ず れ か1 日 の
ラム︵セルフ式︶

限︼
9月 日︵火︶まで

録申請ができます︒まだ登録

※既に登録し︑
﹁利用登録

︻費用︼
▼登録料金＝無料▼

証﹂をお持ちの方は︑再申請
の利用は1人1回300円︒

用ください︒

の必要はありません︒
小学生以下は無料︶
詳しくは道路計画課道路交

︻利用登録できる方︼
市内在
住の次の方▼ 歳以上の方▼
通計画係︵市役所5階︶☎4

書画交流会︶ 月2回︒月 午後2時〜4時半︑さいわ
曜・水曜・金曜・日曜日に い福祉センターで︒入場料
各コースあり︒日曜日は子 500円︒障害理解を深め
どもコース︒午前9時半〜 る映像作品の上映とトーク︒
正午他︑浅間町一丁目自宅 コロナの状況によりオンラ
1階︑南町都営住宅集会所 イン開催のみの可能性があ
で︒会費月2000円︒書 ります︒詳しくは齊藤☎4
道練成院新設 人募集︒初 58・0712へ︒

業程度認定試験合格者︑定時

都 の 事 業 で す が︑ 受 け 付

給付金︵第二十二回﹁か号﹂
︶ いて公務扶助料︑遺族年金等

戦没者等の妻に対する特別 方で︑平成 年 月1日にお

戦没者等の妻に対する
特別給付金の手続きはお早めに

制高校4年生︑浪人生などが

の請求期限は9月 日です︒ の受給権を有している方

受験生チャレンジ
支援貸付事業

※利用登録者の介助者・保 70・7768へ︒

妊婦の方▼0歳〜3歳児

詳しくは鈴木☎080・6

1・1616︶または電子メー ︵木︶午後6時半〜8時半︑

時半〜午後4時 分

す︒雨水浸透ますは︑屋根に

︻秋季プログラムの応募期

開催期間および謎を解いた となりました︒

0平方㍍未満の既存の個人住 らもらえる特別記念品の応募

︻申請対象者︼
敷地が100

雨 水 浸 透 ま す
設置補助金制度

力をお願いします︒

境を保全するため皆さんの協 りです︒

きます︒市内の豊かな水辺環

下水を涵養する効果が期待で 内容を変更して開催します︒

おける緊急事態措置等を受け︑

掲載した同イベントは︑都に

広報7月 日号4・5面に 〜 日︵木︶

21・4075へ︒

沢5ノ7ノ ︶
︻対象者︼
身長140㌢㍍以 氏名・住所・電話番号・学校
上の小学生〜高校3年生の女 名・学年をお知らせください︒ ︻会場︼
わくわく健康プラザ

河川の水質汚濁を防止するために
市には︑
黒目川と落合川
︵一 洗車場などで行い︑洗浄排水
級河川︶を中心に︑その支川 が河川に流れ込まないように 出てしまいます︒

雨水浸透ますの
設置にご協力を
地表面のコンクリートやア 宅︵新築︑増築などを除く一 期間が変更となりました︒

降った雨水を地下へ戻し︑地

︻開催期間および特別記念 ◎謎解きナイトミュージアム 470・7702へ︒

9月1日︵水︶ ︵参加型︶
︻補助金額︼
設置状況により︑ 品の応募期間︼

スファルト化などによる雨水 般住宅︶を所有する方

でありますが︑被害の拡大を

い︒
詳しくは同課へ︒

▶雨水浸透ますの仕組み

を早期に発見し︑大切な命を
都 で は 受 験 生︵ 中 学 3 年

高校・大学・専門学校などに け・申し込みは市福祉総務課

詳しくは︑東久留米消防署
警防課防災安全係地域防災担 生・高校3年生︶を持つ生計

入学するための受験料と学習 ︵市役所1階︶が窓口となり

＝中学3年生が2万7400

︻貸付金額︼
▼受験料貸付金

申 し 込 み は4 年 1 月
︵月︶までに同課へ︒

手続きがお済みでない方は︑

詳しくは福祉総務課福祉政
策係☎470・7749また
︻対象︼
第十七回特別給付金 は都福祉保健局生活福祉部計

日 お早めにご請求ください︒

のご協力をいただき︑ありが

作製に︑多くの市民の皆さん

和事業﹃平和の千羽鶴﹄
﹂の

﹁2021 東久留米市平

平和の千羽鶴へのご協力
ありがとうございました

いた︑または受給権のあった 77へ︒

※申請書は1月 日︵金︶ 国庫債券﹁か号﹂を受給して 画課☎03・5320・40
までに事前に連絡の上︑同課
へ受け取りに来てください︒
ご利用いただける方には一 なお︑郵送での手続きも可能

470・7749へ︒

詳しくは同課福祉政策係☎

定の条件があります︒詳細は です︒

日時点で 歳未満の高校・大 市ホームページをご確認くだ
さい︒

都営住宅の入居者を
募集します

学等中途退学者︑高等学校卒

ます︒

費用や受験費用を無利子で貸

610︶へ︒
対象校に入学した場合︑返

塾などの費用を貸し付けます

済も免除となります︵入学に

東 京 消 防 庁
公式アプリのご案内

円︑高校3年生などが8万円

﹁わくわくすこやか体操﹂
は市リハビリーテーション協
議会の理学療法士が作成し︑
市民の皆さんと一緒に取り組
んでいる東久留米市のご当地

多子世帯向け︑特に所得の低 東部地域センター︑都庁案内

帯向け︑心身障害者世帯向け︑ ばりが丘・滝山の各連絡所︑

一人でも自宅でも取り組め ント方式︵家族向けのみ︶＝ 〜 日︵水︶に︑都市計画課
ます︒
﹁よく転びそうになる﹂ ひとり親世帯向け︑高齢者世 ︵市役所5階︶
︑上の原・ひ

①が8月 日︵月︶午後6時 と長崎市︵長崎原爆資料館︶

封筒に必要事項を記入の上︑ である広島市︵平和記念公園︶

募集案内に同封の申込用紙・ セージとともに︑原爆被爆地

申し込みは郵送受け付け︒ め た 千 羽 鶴 を︑ 市 長 の メ ッ

詳しくは介護福祉課地域ケ

け︵単身︶
︑シルバーピア︵単 窓口センターで︒

単身者向け︑車いす使用者向 住宅募集センター︑同公社各

者世帯向け▼②抽せん方式＝ 場︑東京都住宅供給公社都営

②が8月 日︵月︶までに渋

までに同募集センターに必着︑ にお届けします︒
谷郵便局に必着︒
詳しくは8月7日︵土︶〜

詳しくは総務課庶務担当☎ ▶市役所屋内広場に飾られた
千羽鶴

力をお願いします︒

今後も市の平和事業にご協

ア係☎470・7777︵内

※配布期間中は同公社ホー

み資格がありますので︑詳細 日︵休︶のいずれも午前9時

なお︑8月7日︵土︶〜9

間は☎0570・010・8

月2日︵月︶〜 日︵月︶の

3・3498・8894︑8

に同公社募集センター☎0

東京都シルバーパス
更新手続きのご案内

ムページからも取得できます︒ 9日︵休︶を除く配布期間内 470・7714へ︒

︻募集案内の配布期間・場 庁舎1階東京観光情報セン

10へ︒
としてできることなど

︻会場︼
東部地域センター講 日︵月︶〜 日︵水︶に︑同
支援センター☎473・99

更新を希望される方は﹁ご

内﹂が届きます︒

現在お持ちの﹁東京都シル ルバーパス更新手続きのご案

会から﹁令和3年度東京都シ

は︑8月中旬頃に東京バス協

シルバーパスをお持ちの方に

続きをお願いします︒

詳しくは東京バス協会シル

持っている方
バーパス専用電話☎03・5

午後5時︶へ︒

曜日︑祝日を除く午前9時〜

有効期限が3年9月 日の 308・6950︵土曜・日

申し込みと詳しくは8月2 ます︒
認知症を正しく理解し︑認知

︻講義内容︼
①認知症の正し 96︑ファクス︵470・8

習室︵大門町2ノ ノ5︶

い理解や接し方②サポーター 024︶へ︒

︵有効期限3年9月 日︶を

2年度シルバーパス
大防止のため︑昨年度と同様︑ ︻対象︼

型コロナウイルス感染症の拡

今年度の更新手続きは︑新 案内﹂を必ずお読みの上︑手

日です︒

︻対象者︼
市内在住・在勤の バーパス﹂の有効期限は9月
方で認知症サポーター養成講
座を受講したことのない方
︻定員︼
先着 人
︻費用︼
無料

︻その他︼
手話通訳あり︒受 東久留米市役所を含めた会場
一緒に学びます︒

せんか︒認知症の予防方法も
性のある病気です︒たとえ認

︻日時︼
9月4日︵土︶午後 講修了者には︑﹁認知症サポー での更新は行わずに︑原則と

認知症は誰でもかかる可能

東部地域包括支援センター主催

認知症サポーター
養成講座の受講生募集

所︼土曜・日曜日︑祝日︵振 ター前で配布します︒

は募集案内をご確認ください︒ 半〜午後5時は︑都庁第一本

※①・②それぞれに申し込

で病死等があった住宅

身・二人世帯向け︶
︑居室内

線2501〜2503︶へ︒

皆さんの平和への願いを込

などお悩みの方は︑この機会

い一般世帯向け︑車いす使用 所︑都内各市区役所・町村役

とうございました︒

にぜひ︑介護予防・フレイル

︻募集の種類・対象︼
①ポイ 替休日︶を除く8月2日︵月︶

予防に取り組みましょう︒

体操です︒

※いずれも上限額︒

消防や救急の知りたい情報 至らなくても一定の要件を満

︻事業の内容︼
中学3年生︑

ます︶
︒

▼学習塾等貸付金＝ 万円

﹁いつも使っている電気製 に入手できる安全安心情報

をいつでも・どこでも・手軽 たせば免除となることがあり

し付けています︒

当☎471・0119︵内線 中心者に対し︑学習塾などの

守ることができます︒

されていない方は︑ぜひご利

します
インターネットで
ご希望の方は︑市指定下水
道工事店︵市ホームページ参 デマンド型交通
﹁くるぶー﹂の
照︶または環境政策課☎47
0・7753へご相談くださ
利用登録申請ができます

や河川の水量に影響を与えま 経費の全部または一部を補助

水質異常事故処理は︑本来︑ の地下浸透量の減少は︑湧水

水質異常事故等の
対 策 に か か る
原 因 者 負 担

である立野川・楊柳川・西妻 しましょう
川・出水川・弁天川・中溝川
の8河川が流れています︒そ
の水質は︑最近の主な水質基
準項目である生物化学的酸素
要求量︵ＢＯＤ︶値の減少に
みられるように︑以前に比べ 原因者の責任で行うべきもの
一方で︑残念ながら︑河川 回避するために緊急かつ的確

改善し安定してきています︒

に大量の油が浮いている︑ペ な対応が必要不可欠であるこ

ンキのような液体が流れてい とから︑河川管理者その他の

ただし︑河川管理者などが

策を実施する事があります︒

るなどの水質異常事故も発生 関係機関が直接清掃などの対

しています︒
河川の水質汚濁防止につい

て︑ご理解とご協力をお願い 事故処理を実施した場合で
あっても︑その措置に要した
費用や経費は︑原因者が負担
しなければなりません︒

側溝に流した水は
直接川に流れます
市では︑道路排水と生活排

▶雨水浸透ますの構造

電気火災の予防策

18

します︒

水質異常事故を
防 ぐ た め に
▼油やペンキなどは︑廃液

が出ないように残さず使い切

りましょう▼ペンキの残液や

ハケなどを洗った汚水は︑ボ 水を流す管が区別︵分流式下

ロ布や新聞紙に染み込ませる 水道︶されており︑道路雨水

などし︑廃棄物として適切に 枡や側溝などに汚れた水を流

処理しましょう▼洗車などは してしまうと︑直接川に流れ

東久留米消防署からのお知らせ

況に注視するとともに︑各

21

10

ＳＴＯＰ！ 電気火災
住宅の電気火災で
多
い
原
因
①身の回りの電気製品の使

①トラッキング現象＝コン い方や︑故障や不具合の有無
セントと差し込み金具との間 を確認すること

ガイドラインなどに基づき︑

知 症 に な っ て も︑ 地 域 の サ

2時〜3時半︵1時半から受 ターカード﹂を差し上げます

して郵送による手続きになり

ポートがあれば︑住み慣れた

症の人やご家族を温かい目で

地域で暮らすことができます︒ け付け︶

30

電気火災とは︑電気配線や
電気製品に関わる火災のこと
を言い︑発生に気づきにくく︑
被害が大きくなる危険があり
ます︒東京消防庁管内の昨年
②住宅用火災警報器をすべ

で湿り︑電気が流れて発火す ての部屋・台所・階段に正し

の全火災は3693件で︑そ に溜まったほこりが湿気など
のうち電気火災は︑全火災件
る現象
タップに複数の電気機器をつ

②たこ足配線＝ テーブル こと

く設置し適正に維持管理する

数の ・5％を占めており︑
その割合は︑年々増加してい
ます︒また︑電気火災により

体において新型コロナウイ

新しい生活様式に即した開

をすることで︑万が一の火災 ぜひご利用ください︒

超えて使用することにより発 像しにくいですが︑火災予防 ムページから取得できます︒ 高校3年生および3年4月1

なお︑次年度以降の開催

ルス感染症の拡大状況を踏

催に向け検討を進めてまい

30

17

亡くなる方は増加傾向にあり︑ なぎ︑決められたワット数を 品から火が出るなんて﹂と想 ツールです︒東京消防庁ホー
その多くは後期高齢者です︒
熱し︑発火に至る原因
窓口でお知らせします︒実際
のサークル活動を︑自由に見
学していただけますので︑ぜ
ひご参加ください︒
︻開催期間︼
9月1日︵水︶
〜 日︵木︶
※各団体の活動日ごとに︑
随時見学会を開催します︒
︻会場︼
同センター内各団体
の活動場所
︻対象︼
生涯学習に興味をお
持ちの方

生涯学習センターでは多数
のサークルが︑各種生涯学習
︻費用︼
無料
だき︑当日直接会場へ︒

団体ごとの日程を確認いた

活動を行っています︒新規入
会を検討される方を対象に︑
﹁サークル見学会﹂を開催し
3・7811︵第4月曜日を

詳しくは同センター☎47

参加団体の一覧・日程は同

ます︒
除く午前9時〜午後9時︶へ︒

につきましては︑新型コロ

まえて協議した結果︑来場

ります︒ご理解とご協力を

令和
３年度

センターホームページまたは

﹁令和3年度東久留米市

令和３年度
東久留米市市民みんなのまつり
︵農業祭・商工祭︶の中止について
市民みんなのまつり︵農業

される皆さま︑出店・出演

31

▲東京都住宅供給
公社ホームペー
ジ

見守る﹁応援者﹂として認知
症サポーター講座を受講しま

30

祭・商工祭︶
﹂は︑主催団 ナウイルス感染症の拡大状

を予定される皆さまの安

お願いします︒
詳しくは産業政策課☎4
70・7743へ︒

10

16

16

18

30

20

10

心・安全を最優先に考え︑
開催を中止することになり
ました︒

10

ください︒

◎謎解きプラネタリウム︵参

︶で創舞流事務局へ﹁
︑ たまろくまちの探検隊・謎解き
o.co.jp
ミュージアム﹂の変更について

25

加型︶

日・ 日︑ 月5日のいず

▲民有地のハチ
対策に関する
市ホームペー
ジ

12

30

▲専用の予約
フォーム
▲受験生チャレン
ジ支援貸付事業
に関する市ホー
ムページ

20

21

11

15

70

11

30

11

45

45

れも日曜日午後1時半〜3時

14

11

14

学びます︒
12

11

50

20

▲準備運動・整理運動編の１シーン
市公式動画チャンネルで配信中

30

20

31

サークル
見学会の
見学希望者
募集

21

16

40

30

▲ゴムバンド編

▲基礎体操編

▲準備運動・整理運動編

1
8.

11

10

︻受付期間︼
8月1日︵日︶ 舞踊の舞台衣装や日本髪と化 ︵090・1506・063

31

︻日時︼
全7回︒9月 日・
28 10

︻会場︼
創美流華道會館︵前 ル︵ soubi@car.ocn.ne.jp
日︵土︶午前9時半〜午後 教室名・氏名・住所・電話番
︶
で同會館・渡邊へ︑教室名・ 4時 分︑ 日︵日︶午前9 号・学校名・学年をお知らせ

10

▲雨水浸透ま
すに関する
市ホームペ
ージ
▲東京消防庁
ホームペー
ジ

1
8.
5

16

「わくわくすこやか体操」
で介護予防・
フレイル予防に
取り組もう

4

令和
３年度
14 26

日︑ 月 日・ 日︑ 月 から定員に達するまで
17

12

27

※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.

