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平成２６年（２０１４年）１２月１５日号

東村山フレッシュコンサート

講座・公演  講座・公演  

単発講座　かわいいつるしびな
「初めての糸・針しごと」

と特記事項を明記し、１月８日（必着）
までに中央公民館（〒１８９－００１４本町２
－３３－２）へ
特記事項希望コース・年齢、託児希望の
かたは幼児名（ふりがな）・年齢（月齢）

１時３０分開場）
■場 中央公民館
プログラムピアノ独奏、サクソフォー
ン演奏、ヴァイオリン演奏、ソプラノ
独唱、ホルン四重奏、フルート・ピア
ノ、ピアノ三重奏
チケット無料入場整理券を１２月１７日（水）
から市内各公民館で配布
主催東村山市、東村山市教育委員会
共催ＮＰＯ法人東村山市文化協会
■問 中央公民館（�３９５－７５１１）

お葬式やお墓について考えよう
「エンディングプラン」

　介護や死の迎え方、葬儀、墓など、
人生の締めくくり方を元気なうちに考
え、準備しておきませんか。
　自分らしく人生を締めくくるために
考えておくべきこと、家族やまわりの
人と話し合っておくべきことを、葬儀
や相続など具体的な項目について学習
できる講演会です。
■日 ２７年１月２２日（木）午前１０時～正午
■場 北庁舎１階　　■人 ８０名
■講 小谷みどり氏（第一生命経済研究所
主席研究員）
■申 電子申請又は往復はがきに必要事項
と特記事項を明記し、１月８日（必着）
までに市民相談・交流課へ
特記事項生年月日（保険加入のため）
■問 市民相談・交流課

多摩六都フェア 多摩六都フェア 
　多摩六都フェアは、東村山市、小平
市、清瀬市、東久留米市、西東京市の
５市で組織する多摩北部都市広域行政
圏協議会が、市域を超えて実施する文
化事業です。

　圏域５市に在住・在勤・在学の障害
のある皆さんに応募いただいた絵画、
工作、陶芸などの作品の中から、専門
家によって選考された作品を展示する
とともに、制作者を開催初日のオープ
ニングセレモニーでご紹介します。
　また、同セレモニーではプロの音楽
家による演奏も予定しています。ぜひ、
ご来場ください。

ぴゅあ　あーと展

■日 ２７年１月１４日（水）午後４時～６時、１５
日（木）・１６日（金）午前１０時～午後５時
※オープニングセレモニーは１４日（水）午
後５時から（予定）
■場 東久留米市役所１階「市民プラザホー 
ル・屋内ひろば」（西武池袋線東久留米
駅西口徒歩５分）
■問 東久留米市企画調整課（�０４２－４７０
－７７０２）

　圏域を中心とした近隣高校の写真部
等による合同写真展です。高校生の感
性あふれる作品をご鑑賞ください。
■日 ２７年１月８日（木）～１２日（祝）午前９時～
午後５時
※１２日（祝）は午後２時まで
■場 清瀬市郷土博物館２階ギャラリー（清 
瀬市上清戸２－６－４１）
主催多摩北部都市広域行政圏協議会
■問 清瀬市生涯学習スポーツ課（�０４２－
４９５－７００１）

多摩六都高校生写真展

「映画制作ワークショップ」
発表上映会

　圏域５市の市民から募集した受講生
達が、専門講師の指導を受け、多摩六
都地域の魅力を満載したオリジナルス
トーリー映画を制作しました。
　西東京市民映画祭コンペティション
のグランプリを目指すハイレベルな作
品をぜひご鑑賞ください。講師の福山
功起氏の作品上映や、ゲストを招いた
トークショーなども行います。
■日 ２７年２月２２日（日）午後２時開演（午後
１時３０分開場）
■場 西東京市保谷こもれびホール（西東
京市中町１－５－１）
整理券１２月２１日（日）午前９時から保谷こ
もれびホール等で配布（無料）
※１２月２９日（月）～１月３日（土）、２月９日
（月）は休館です。
主催西東京市、多摩北部都市広域行政
圏協議会
※詳細は、チラシ又は同ホールホーム
ページをご覧ください。
■問 同ホール（�０４２－４２１－１９１９）､又は
西東京市文化振興課（�０４２－４３８－４０ 
４０）

　東村山市および近隣の皆さんに、よ
り多くのすばらしい音楽に出会える場
を提供するとともに、これからの音楽
文化の担い手である若き音楽家たちの
発表の場を提供することを目的に、フ
レッシュコンサートを開催します。
　オーディションに合格した次代を担
う若手音楽家の心のこもった演奏をお
楽しみください。
■日 ２７年１月１７日（土）午後２時開演（午後

　つるしびなは子どもの健康やしあわ
せを願って飾ります。簡単な人形を作
り一本のつるしびなを完成させる初心
者向けの講座です。
■日 ２７年１月２９日（木）、２月５日（木）（全２
回）
午前コース  午前１０時～正午
午後コース  午後１時３０分～３時３０分
■場 中央公民館
■人 市内在住・在勤・在学で全２回参加
できるかた、各コース２４名
※応募者多数の場合は抽選
■費 １，２００円（材料費）
■持 裁縫道具（用意できるかた）、はさみ、
Ｂ又は２Ｂの鉛筆
■講 首藤つぎえ氏（パッチワーク講師）
■託 １歳３か月～就学前の幼児、６名程
度（要予約、おやつ・飲み物持参）
■申 電子申請又は往復はがきに必要事項
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コ ラ ム  

消費生活 
センター 

送り付け商法には気をつけて！

������������������������������������������������������������������������������������										
��������	
　救急車の要請は年々増加傾向にあり、特に１２月、１月
は風邪やインフルエンザの流行、お酒の飲みすぎやもち
を喉につまらせる事故により、１年で最も救急要請が多
くなる時期です。救急要請が増加し近くの救急車が全て
出場中になると、遠くの救急車が出動しなければならず
到着に時間がかかり「救える命」が救えなくなる可能性
もあります。救急事故を防止し、救急車の適正利用にご
協力をお願いします。
手洗いとうがいをしましょう
　風邪やインフルエンザのウイルスの侵入を防ぐため、
手洗いやうがいをしましょう。また、十分な睡眠やバラ
ンスの良い食事をしましょう。
お酒の飲みすぎに注意しましょう
　忘年会や新年会等の飲酒の機会が増える時期です。飲
酒は自分の適量を知り、その日の体調にも注意しましょ
う。
もちは食べやすい大きさにしましょう
　高齢者や乳幼児はかむ力や飲み込む力が弱いので、も
ちは食べやすい大きさに小さく切りましょう。また、食べ
るときは急がず、ゆっくりとよくかんでから飲み込むよ
う、食事の際は様子をみてあげてください。
病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら
　急な病気やけがで、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷っ
たら、救急相談センター（♯７１１９）へおかけください。
■問 東村山消防署防火査察係（�３９１－０１１９）

■日 １２月２５日（木）～３１日（水）午後８時～午前０時
　消防団が市内を巡回し、火災予防を呼びかける
とともに、万が一の火災に備え、各分団詰所で待
機する等の歳末特別警戒を実施します。
　年の瀬は、寒さが一段と厳しくなり空気も乾燥
し、暖房器具などによる火災が発生しやすい時期

です。各家庭でも尊い生命や財産を火災で失わな
いよう、火の元には十分注意しましょう。

東村山市消防団
東村山消防署
市・防災安全課

　毎年、年末は交通量が増加し道路が混雑します。
また、飲酒の機会が多くなることから、飲酒運転
による重大交通事故の発生が懸念されます。ひと
りひとりが交通ルールを守り、正しいマナーを習
慣づけて年末年始の交通事故をなくしましょう。
飲酒運転の根絶
　飲酒運転は重罪です。飲酒運転による重大事故
が、いまだなくなりません。飲酒運転をした本人
も、お酒の提供者や車両の同乗者にも厳しい罰則
があります。二日酔いで車を運転しても飲酒運転
です。お酒を飲んだら自転車にも乗れません。絶

対にやめましょう。
二輪車の交通事故防止
　都内での二輪車の交通事故死者数は、全死者数
の約２割を占めます。ヘルメットのあごひもをしっ 
かり締め、プロテクターを着用しましょう。
　早く走れることが上手な運転ではありません。
制限速度を守り、危険を予測した確実な安全確認
で、ゆとりある運転をしましょう。

東村山警察署
東村山交通安全協会

市・地域安全課
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■問 中央公民館（�３９５－７５１１）
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