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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
◎ホームページのご意見箱　
https://www.city.higashikurume.lg.jp/goiken/ssl_form/index.html

9月15日（敬老の日）・23日（秋分の日）のごみ収集は
　９月１５日・２３日はいずれも祝日ですが、通常通り該当地区についてごみの収集
を行いますlごみ対策課緯４７３・２１１７（粗大ごみの申し込みは緯４７３・２１１８）
　※電話番号をお確かめの上、お掛け願います。

26.　9.　15

【 主 な 問 い 合わせ先】（市外局番は042【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】（市外局番は042））

【表記の凡例】　a日時　b場所 　c内容　e対象・資格　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２６年９月１日現在＞　人口１１６,５３５人（うち外国人１,６５０人）／前月比２１減
男５７,２００人／前月比１７減　女５９,３３５人／前月比４減　世帯数５２,１９４／前月比１８増

○東久留米市役所　緯４７０・７７７７（代）（受付は平日の午前８時半～午後５時）
　▽ごみ対策課　緯４７３・２１１７　（粗大ごみの申し込みは緯４７３・２１１８）
　▽健康課　保健サービス係緯４７７・００２２、　予防係緯４７７・００３０
　　　　　　特定健診係緯４７７・００１３
○わくわく健康プラザ（わくわく健康プラザ施設の貸し出し）緯４７７・１１１５
○中央図書館　緯４７５・４６４６（月曜～木曜日が午前１０時～午後８時。土曜・日曜日、祝

日が午後５時まで。休館日は金曜日、第３火曜日、年末年始、特別整理休館日）
○生涯学習センター　緯４７３・７８１１（午前９時～午後１０時。休館日は第４月曜日と年末年始）
○スポーツセンター　緯４７０・７９００（平日が午前９時～午後１１時。土曜・日

曜日、祝日が午後９時半まで）
○市民プラザ　緯４７０・７８１３　▽西部　緯４７１・７２１０、南部　緯４５１・２０２１、
　東部　緯４７０・８０２０の各地域センター
　《関係機関の電話番号》
▼東久留米消防署　　　　緯４７１・０１１９　▼田無警察署　　　　緯４６７・０１１０
▼東京都水道局多摩お客さまセンター　緯０５７０・０９１・１０１／緯０４２・５４８・５１１０
▼シルバー人材センター　緯４７５・０７３８　▼社会福祉協議会　　緯４７１・０２９４
▼多摩六都科学館　　　　緯４６９・６１００　▼柳泉園組合　　　　緯４７０・１５５５
▼多摩小平保健所　　　　緯４５０・３１１１

特定保健指導に関するお知らせ
　２６年度特定健診の結果、主にメタボ
リックシンドローム（内臓脂肪症候群）
と判定された方を対象に、生活習慣の
改善に取り組む「特定保健指導」を行
います。
◎特定保健指導とは
　特定健診の結果から、主にメタボリ
ックシンドロームおよび予備群の方を
対象に、脳卒中、心筋 梗  塞 、糖尿病な

こう そく

どの予防を目的とした、生活習慣の改
善を専門スタッフが支援するプログラ
ムです。この機会に特定保健指導を受
け、日頃の生活習慣を見直してみませ
んか。なお、すでに高血圧・糖尿病・
脂質異常などで、服薬治療を受けてい
る方は対象になりません。
◎利用方法
　対象となる方には、健診を受診して
約３カ月程度経過後に「特定保健指導
利用券」を案内通知と共に郵送します。
　l健康課特定健診係緯４７７・００１３
 水痘 （水ぼうそう）と成人用肺炎
すいとう

球菌の定期予防接種化のお知らせ
　１０月から、子どもの水痘と成人の肺
炎球菌の定期予防接種が開始されます。
２６年度は市内在住の次の方が対象です。
◎水痘
　①２６年１０月１日時点で１歳の誕生日
の前日〜３歳の誕生日の前日の方＝順
次個別勧奨を行います②２６年１０月１日
時点で３歳の誕生日〜５歳の誕生日の
前日の方＝順次個別勧奨を行います
◎成人用肺炎球菌
　①２６年度中に６５歳、７０歳、７５歳、８０
歳、８５歳、９０歳、９５歳、１００歳、１０１歳
以上となる方＝順次個別勧奨を行いま

す②２６年度中に６０歳〜６４歳となる方で、
心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身
辺の日常生活が極度に制限される障害
を有する方、ヒト免疫不全ウイルスに
より免疫の機能に日常生活がほとんど
不可能な障害を有する方＝健康課緯
４７７・００３０へ問い合わせてください
　接種方法などの詳細は市ホームペー
ジをご覧くださいl同課予防係
お子さんの予防接種
①日本脳炎
　日本脳炎の積極的勧奨を控えていた
ことにより、接種機会を逃してしまっ
た方の特例措置として、２６年度は、次
の方を対象に勧奨を行うことになりま
した。
　e１７歳・１８歳（８年４月２日〜１０年
４月１日生まれ）の方＝第２期不足分
②麻しん、風しん
　麻しん（はしか）は感染力が極めて
強く、重症化する場合もあります。風
しんは今年に入り流行が継続していま
す。２６年度は、次の方を対象に勧奨を
行います。
　e▼第１期＝２５年４月１日～２６年３
月３１日生まれの方▼第２期＝２０年４月
２日～２１年４月１日生まれの方
　j①②のいずれも第１期分は誕生月
に、第２期分は一括して、それぞれ個
別に通知します。感染予防、免疫獲得
のために予防接種することをお勧めし
ます。なお、対象者で通知が届かない
場合は、健康課予防係緯４７７・００３０へ
問い合わせてくださいl同係
ＢＣＧ予防接種
　a９月２４日（水）午後１時４０分～２
時４０分受け付けbわくわく健康プラザ
e２６年４月１日～４月３０日生まれの乳
児（生後６カ月以上～１歳になる誕生
日の前日の未接種の乳児も接種できま
す）k当日直接会場へl健康課予防係

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

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

　　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

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）

緯４７７・００３０
３歳児健診
　a９月２５日（木）午後０時半～１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２３
年９月５日～２２日生まれの幼児k当日
直接会場へl健康課保健サービス係緯
４７７・００２２
１歳６カ月児健診
　a１０月２日（木）午
後０時半～１時半受け
付けbわくわく健康プ
ラザe２５年３月７日～
２６日生まれの幼児k当日直接会場へl
健康課保健サービス係緯４７７・００２２
若さを保つ！元気食教室
〜老化予防・低栄養予防のために〜
　栄養が十分でないと老化も進みます。
元気の出る食べ方のコツを栄養士がお
伝えします。
　a全２回（２日間通して参加できる
方）。①１０月６日（月）午前１０時～午後
０時半（会食あり）②１０月２０日（月）
午前１０時～正午b西部地域センター講

習室２・３c老化予防の食事や簡単で
栄養のある料理方法の講義（調理実習
はありません）。会食を通した参加者と
の楽しい交流などe市内在住の６５歳以
上の方。「一日２回の食事」「肉・卵・
牛乳などをほとんど食べない」などの
食生活で、疲れやすい方。体重が減っ
てきている方。男性もぜひ、ご参加く
ださい。なお、糖尿病・脂質異常症・
高尿酸血症などで、医師から食事制限
の指示がある方は参加できませんf先
着１０人g６５０円（教室１日目の会食代。
栄養士がバランスを考えた、こだわり
のお弁当をご用意します）j今回は主
に西部地域（前沢四・五丁目、滝山、
野火止、八幡町、柳窪、弥生、下里）
に在住の方が対象です。同様の教室を
１１月に中部地域、１２月に東部地域で開
催予定kl９月１６日（火）午前９時か
ら電話で介護福祉課地域ケア係緯４７０・
７７７７（内線２５０２、２５５７）へ
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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】救急診療に限ります（薬の処方も最低限の日数となります）
　９月１５日＝山口内科・呼吸器科クリニック（本町３－１２－２、☎４７２・２３８６）
　９月２１日・２８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）
　９月２３日＝たかはしクリニック（本町２－３－４、緯４７９・１８００）
【歯科】
　９月１５日・２１日・２３日・２８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）
　９月１５日・２３日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　９月２１日・２８日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
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、緯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、緯０４２・３９６・３８１１）
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しの会
　☆赤ちゃんひろば＝ac①１７日が
「親子のコミュニケーションワークと
ティータイム」。講師は炭田契恵子氏。
飲み物持参。②２４日が「ベビーマッサ
ージ」。講師は渡辺直子氏。バスタオル・
オムツ・飲み物（母乳可）持参。いず
れも水曜日の午前１０時半〜１１時半e０
歳児とその保護者f各２５組g①は無料。
②は２００円（オイル代。当日集金）k①
は当日受け付け②は９月１７日（水）午
前９時から受け付け（電話可）
　☆卓球大会＝a１７日（水）午後３時
半からe小学生k当日受け付け
　☆幼児のつどい＝ae１８日が１歳
児、２５日が２歳〜４歳児。いずれも木
曜日、午前１０時半からc「９月生まれ
のお誕生日会と１０月９日の４館合同運
動会の練習」j動きやすい服装で
　☆将棋の日＝a２４日（水）午後３時
からe小学生d五角探究会
 

　☆おはなしの日＝a９月１７日（水）
午後３時半〜４時c水曜おはなし会に
よる絵本の読み聞かせや素話e幼児〜
小学生k当日受け付け
　☆ネイチャーゲーム＝a２０日（土）
午後１時２０分〜３時４５分c落合川で魚
取りや川観察e小学生f１０人hタオル、
帽子、飲み物。　※汚れてもよい靴と服
装で。k受け付け中（電話不可）
　☆ベビーマッサージ＝a２６日（金）
午前１０時半〜１１時半e０歳〜１歳３カ
月児とその保護者f２０組d渡辺直子氏
g２００円（オイル代。当日集金）hバス
タオル・オムツk９月１９日（金）午前
１０時から受け付け（電話可）
　☆ダンスの日＝a２７日（土）午後３
時〜３時４５分cダンススクール講師に
よる指導e小学生f３０人hタオル、水
筒、室内履きj動きやすい服装でk受
け付け中（電話不可）
　☆すくすく広場＝a１０月１日（水）
午前１０時半〜１１時半c赤ちゃんとお母
さんの音のコミュニケーションワーク
e０歳児とその保護者f１０組d炭田契
恵子氏k９月２４日（水）午前１０時から
受け付け（電話可）
 

 

　赤ちゃんを連れて遊びに来てくださ
い（月曜〜土曜日、午前１０時〜午後４
時半）。育児相談も受けます。
　☆なかよし広場＝a９月１９日（金）
午前１０時〜１１時半b第十小学校cお子
さんと遊びながら、気軽に育児の情報
交換をしたり、ボランティアと一緒に
遊びましょうe０歳〜５歳児とその保
護者hスリッパk当日直接会場へ徒歩
か自転車で来場を
　☆わくわく赤ちゃん広場＝ace
９月２４日（水）が「はいはいの会」。６

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

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

カ月〜１２カ月児とその保護者。１０月１
日（水）が「ねんねの会」。６カ月未満
児とその保護者。いずれも午前１０時〜
１１時半hタオルj保育有り（先着３人。
予約制）k当日直接会場へ
 

　☆上の原♡赤ちゃん広場＝a１０月３
日（金）午前１０時〜１１時半cママ友達
を作り、たくさんおしゃべりをしてス
トレスを解消しましょう。スタッフが
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
　☆休館日のお知らせ＝９月１８日（木）
は館内整備のため、休館します
 

男女平等推進センター
①「働きたい女性のための再チャ
レンジ応援講座」
　仕事と子育ての両立を目指す方を支
援するハローワーク立川マザーズコー
ナーの就職支援ナビゲーターから、再
就職に向けて役立つ情報・ノウハウを
学びます。
　a全３回。１０月９日・
１６日・２３日のいずれも
木曜日午前１０時〜正午
b男女平等推進センタ
ー会議室c①「女性の
就職活動スケジュール、
心構え〜再就職への準
備〜」②「キャリアの
棚おろしと応募書類作成」③「自己Ｐ
Ｒ法と面接対策」e再就職を希望する
子育て中の女性（３回全てに参加でき
る方）f先着１５人（要予約）dハロー
ワーク立川マザーズコーナー・就職支
援ナビゲーターの大久保雅子氏g無料
j２歳〜未就学児の保育有り（定員５
人。９月２９日〈月〉までに要予約）kl１０
月３日（金）までに電話（４７２・００６１）
または直接同センター（火曜日休館）
ヘ
②「スウェーデンの経験から学ぶ
－男女共同参画社会をめざして」
　１２年１０月に発表された「東久留米市
男女共同参画都市宣言」にちなんで、
社会福祉・男女平等の先進国、スウェ
ーデンの経験についてお話を伺います。
男女共に仕事と生活のバランスが取れ、
女性の社会進出も進んでいるスウェー
デンの男女平等の現状と経験を学び、
東久留米市の男女共同参画について考
えてみませんか。
　a１０月１０日（金）午後２時〜３時１５
分b市民プラザホールf先着８０人（要
予約）dスウェーデン大使館一等書記
官のオッレ・ペッテション氏g無料j
２歳〜未就学児の保育有り（定員５人。
９月１７日〈水〉〜２９日〈月〉に要予約）
kl９月１７日（水）〜１０月６日（月）
に電話（４７２・００６１）または直接同セ
ンター（火曜日休館）ヘ

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

 

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。
 

　☆おはなし会＝ae９月１６日（火）
午後３時半からが幼児、４時からが小
学生c絵本の読み聞かせなど
　☆幼児のつどい＝ae１８日（木）午前
１０時半〜１１時１５分が２歳児、２５日（木）
午前１０時半〜１１時半が３歳児cいずれ
の日も「１０月９日の４館合同運動会の
練習と７・８・９月生まれの
誕生会」
　☆絵本大好き＝a１９日（金）
午前１１時〜１１時２０分c絵本の
読み聞かせ・紹介、手遊びな
どe幼児d渡辺和子氏、中林
のり子氏
　☆クッキングの日＝a２１日（日）午
後１時〜３時半c「ポテトチップオム
レツを作ろう」e小学生f１０人k受け
付け中

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

 

　☆囲碁教室＝a９月１７日（水）午後
３時からe小・中学生d東久留米市囲
碁連盟
　☆幼児のつどい＝ac１８日が「食育
をテーマに遊ぼう！」（エプロンシアタ
ーやゲーム）。２５日が「１０月９日の４館
合同運動会の練習①」。いずれも木曜日
午前１０時半〜１１時半e幼児
　☆将棋大会＝a２４日（水）午後３時
からcトーナメント制e小学生d東久
留米市将棋研究会k当日受け付け
　☆赤ちゃんといっしょ！だっこでお
はなし＝a２６日（金）午前１０時半〜１１
時c絵本の読み聞かせとわらべ歌e０
歳児とその保護者
　☆親子が幸せになるアロマスプレー
講座＝a１０月１４日（火）午前９時４５分
からと１１時からe幼児とその保護者f
各１０組d石井レイナ氏k９月１８日（木）
午前９時から、本人が直接申し込みを
（電話可）
 

　☆おはなしの日＝a９月１６日（火）
午前１１時〜１１時２０分c絵本の読み聞か
せや手遊びなどe幼児dみくりおはな

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３
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楽しく歩こう　ふるさと再発見　南沢コース

薬のネット販売解禁
Ｑ．　「薬のネット販売解禁」とテレ
ビでニュースが流れましたが、どん
な薬でもインターネットで買えるこ
とになったということですか。
Ａ．　医師が処方する処方薬（医療用
医薬品）は買えません。インターネ
ットで買える薬はあくまでも市販薬
（一般用医薬品）です。
　市販薬は副作用のリスクに応じ、
１類、２類、３類と分類されています。
１類・２類の市販薬は、対面販売で
の説明が必要だとして、今までネッ
ト販売が禁止されていました。リス
クが低いビタミン薬のような３類の
薬はこれまでもネットで購入できま
したが、１類・２類の比較的リスク
の高い市販薬も、６月からネットで
購入できるようになりました（医療
用医薬品から市販薬に移行したばか
りの薬は除く）。
　消費者にとって、今までネットで
購入できなかった風邪薬や解熱鎮痛
剤などを、クリックひとつで自宅ま
で配送してもらえるようになり、利
便性が増しましたが、反面注意も必
要です。薬の飲み合わせなど副作用
のリスクを自分で確認する必要があ

ります。そのため、１類・２類の薬
を販売できる事業者は、薬剤師や登
録販売者に相談できるような体制を
取っている事業者に限られています
（許可された販売サイトは、「厚生労
働省　一般医薬品の販売サイト一
覧」でネット検索すると確認できま
す）。
〈市販薬をネットで購入する場合の
留意点〉
　ネット上の情報を読み、分からな
いことがあれば、そのサイトに記載
されているアドレスや電話番号に連
絡をして、常駐する薬剤師あるいは
登録販売者に相談しましょう。他に
飲んでいる薬がある場合も、相談し
た方がよいです。
　なお、市販薬は具合の悪い時、短
期間使うことが原則です。薬を購入
後、飲んでいる間に体の不調を感じ
たら、医療機関を受診することが大
切です。
 

《消費者相談》
●平日の午前１０時～午後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０５７０・０６４３７０

誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰誰もももももももももももももももももももももももももももももももももががががががががががががががががががががががががががががががががが楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽しししししししししししししししししししししししししししししししししめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩コココココココココココココココココココココココココココココココココーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー誰もが楽しめる散歩コースススススススススススススススススススススススススススススススススス
行。荒天の場合は１０月２６日（日）に順延b東
久留米駅西口階段下集合（解散は生涯学習セ
ンター）e市内在住・在勤・在学の方（未就
学児は保護者同伴）f先着３０人g３００円（保険
代など）h飲み物、雨具、歩きやすい服装で
kl９月１６日（火）から電話で同協会緯４７７・
４７００（第４月曜日を除く平日の午前９時〜午
後５時）へ

　平成の名水百選に選ばれた落合川・南沢湧
水群や新東京百景の一つ竹林公園など、水と
緑の素晴らしい景色を、一緒に歩いて堪能し
ましょう。
　企画・運営に参加していただけるボランテ
ィアも募集しています。企画・運営は東久留
米のびのびレクレーション研究会。主管は市
文化協会。
　a１０月２５日（土）午前９時〜正午、小雨決
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時４０分b所沢市民文化センターミュー
ズ・キューブホールcd①第１部＝「母性
は学習するもの」九州大学大学院教授
で教育学博士の増田健太郎氏②第２部
＝「幼児の力を信じる」自由学園幼児生
活団幼稚園園長の中村弘之氏③第３部
＝上記両氏による対談「自発性とは何
か？」司会は自由学園理事長の市岡揚
一郎氏g無料j主催は学校法人自由学
園。後援は東久留米市、所沢市教育委員
会kl自由学園広報室緯４２８・２１２２へ
 

江戸・ＴＯＫＹＯ　技とテクノの
融合展2014
　中小企業の皆さんへの経営支援の取
り組みとして、信用保証協会主催の８
回目となるビジネスフェアが開催され
ます。新技術や新商品の情報収集の場
として、またビジネスパートナーとの
出会いの場として、ぜひ積極的にご活
用ください。
　a１０月２日（木）午前１０時〜午後５
時b東京国際フォーラム展示ホール
（千代田区丸の内３－５－１）c２８７企
業・団体によるブース展示、著名講師
陣による講演会、出展者によるプレゼ
ンテーションg無料k当日直接会場へ
l東京信用保証協会ビジネスフェア実
行委員会事務局緯０３・３２７２・２０７０また
は同協会ホームページ（http://cgc-
tokyo.or.jp/）をご覧ください。
自由学園体操会
　幼児生活団幼稚園から最高学部（大
学部）までの在校生全員が参加します。
デンマーク体操を中心に、メイポール
ダンス、組み立て、転回運動、リレー
などをキャンパスの中心にある大芝生
で披露します。会の進行などの運営も
生徒・学生が行います。どうぞご覧く
ださい。
　a１０月１１日（土）午前１０時〜午後３
時　※雨天の場合１２日（日）。b自由学
園g無料kl自由学園広報室緯４２８・
２１２２へ
 

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
の思いを残すものです。家族や親族に
分かりやすい遺言の書き方とその手続
きを行う公証人や公証役場について、
現役の公証人からお聞きします。
　a１０月１４日（火）午後２時〜４時半
（１時半開場）b市民プラザホールe
市内在住の方f先着３０人（事前申込制）
d世田谷公証役場公証人の荒木俊夫氏
g無料k９月１６日（火）〜１０月１０日（金）
に電話（４７９・０２９４）またはファクス
（４７６・４５４５。専用申込用紙を使用）、
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市社会福祉協議会ホームページ（http:
//www.higashikurume-shakyo.or.jp/）
で同協議会成年後見制度推進機関へl
同協議会
「秋の谷戸沢処分場自然観察ガイ
ドツアー」の参加者を募集します
　平成１０年にごみの埋め立てが終了し、
自然が順調に回復している谷戸沢処分
場の様子を見学に来ませんか。立川か
ら出発するバスツアーと自家用車で直
接来場するツアーを開催します。
○立川発のバスツアー
　a１１月１５日（土）午前９時半〜午後
３時半（予定）b集合・解散場所はＪ
Ｒ立川駅北口付近e多摩地域在住・在
勤・在学の方　※小学生以下は保護者
の同伴が必要です。f５０人（応募者多
数の場合は抽選）g無料h昼食、飲み
物k往復はがきに必要事項を記入して、
１０月２９日（水）までに（必着）、〒１９０
－０１８１、西多摩郡日の出町大字大久野
７６４２番地、東京たま広域資源循環組合
見学会係宛て郵送を。詳細は９月１９日
（金）に掲載する同組合ホームページ
（http://www.tama-junkankumiai.com/）
をご覧ください。
○車での来場ツアー
　a１０月２日〜１２月４日の毎週火曜・
木曜日①午前１０時〜１１時半②午後１時
半〜３時　※申込時に希望日と時間帯
（①か②）を伝えてくださいe多摩地
域在住・在勤・在学の方f各回先着２０
人g無料k参加希望日の２週間前まで
に電話（０４２・５９７・６１５２）で同組合へ
l同組合見学会係
都立久留米特別支援学校
野火止祭（文化祭・学習発表会）
　児童・生徒が舞台発表を中心とした
表現活動の発表を行います。ぜひご覧
ください。
　a１０月１８日（土）午前９時４０分〜午
後２時２５分b都立久留米特別支援学校
体育館（野火止２－１－１１）l同校緯
４７１・０５０２

 

まちさぽサロンへ来てみませんか
　まちづくりサポートセンターでは、
市と協働で市民の交流の場として、ざ
っくばらんなフリートークや東久留米
の良い所、良くしていきたい所などを
思い思いに語ってもらうサロンを開催
しています。また、「まち歩き」や「口
コミ・お気に入りマップ」など、個別
のテーマにも取り組んでいます。
　子育て世代や団塊世代などさまざま
な世代の方と東久留米について話して
みませんか。どなたでも参加できます
ので、ぜひお越しください。
　a８月を除く毎月第３土曜日、午後
１時〜３時b男女平等推進センター会
議室k当日直接会場へl生活文化課緯
４７０・７７３８
多摩六都科学館
ボランティア会会員募集
　来館者と触れ合いながら科学の面白
さを伝えるボランティアを募集します。
科学に興味のある方、子どもたちと接
するのが好きな方、工作、実験、自然
観察、読み聞かせなど、特技を生かし
てご応募ください。活動は無償です。
同時にジュニアボランティアも募集し
ます。
　c展示室で来館者とコミュニケーシ
ョン、教室やイベントの企画・運営・
サポートなどe①一般＝１８歳〜７０歳ぐ
らい。週１回程度活動ができ、特に土
曜・日曜日に活動できる方②ジュニア
＝小学５年生〜１８歳（高校生）。月に１
回程度活動できる方　※保護者の同意
が必要です。f①２０人程度、②１０人程
度k同館で配布する応募用紙に記入の
上、９月３０日（火）までに、〒１８８－００１４、
西東京市芝久保町５－１０－６４、多摩六
都科学館宛て郵送または持参を。応募
用紙は、同館ホームページ（http:// 
www.tamarokuto.or.jp）からも取得で
きますl同館緯０４２・４６９・６１００
考えてみませんか？
地域の外国人のコト
「地域の外国人相談から見えてくる問
題・課題」というテーマで学習会を行
います。地域で暮らす外国人の問題や
課題を一緒に考えてみませんか。主催
は、東久留米国際友好クラブ・清瀬国
際交流会・東久留米市。
　a９月２０日（土）午後６時〜８時半
b市民プラザホールd東村山市市民相
談・交流課の杉田理恵氏k当日直接会
場へl生活文化課緯４７０・７７３８
東久留米市ファミリー・サポート・
センター事業説明会
〜地域で子育ての助け合い〜
　利用者、協力者合同の説明会です。
子どもの送迎、見守りなど、子育て中
のお困りを地域の協力者がサポートし
ます。協力者も募集中。子育てお助け
隊として活動しませんか。どちらもま
ずは説明会にお越しください。協力者
の講習会は１０月下旬に行います。
　a①９月２５日（木）午前１０時から、
②１０月２日（木）午前１０時から、③１０
月４日（土）午前１０時から、④１０月８
日（水）午後１時半から。いずれも所
要時間は約１時間半b①③④はわくわ
く健康プラザ社協会議室、②は生涯学
習センター集会学習室５h入会希望者
（保護者）の顔写真j保育有り（土曜・
日曜日を除く３日前までに要予約）l
同サポート・センター事務局緯４７５・
３２９４

いのちかがやけ「第34回作品展」
　市内の特別支援学級やハンディを持
つ方々が所属する団体の作品展です。
　今年で３４回目を迎えるこの作品展、
就学前の子どもから大人の方の熟練さ
れた作品に至るまで、見ているだけで
元気をもらったり、笑顔になったり、
何か心にお土産を持って帰ることがで
きると思います。とても素敵な作品が
皆さんの来場をお待ちしています。
　運営ボランティアも募集中。会場設
営、受け付け、案内など短い時間でも
構いません。ご協力をお願いします。
　a１０月４日（土）〜６日（月）午前
１０時〜午後５時　（４日は午後１時か
ら）b市民プラザホール、市役所１階
屋内ひろばg無料l東久留米市手をつ
なぐ親の会・大野緯４５８・２１２２、市社
会福祉協議会地域福祉係緯４７５・０７３９
多摩小平保健所
食品衛生実務講習会（Ａ）
　飲食店営業などの食品衛生責任者、
営業者を対象に、講習会を開催します。
　a１０月９日（木）午後２時〜４時b
生涯学習センターホールc食品衛生に
関する最新情報などh筆記用具k当日
直接会場へl多摩小平保健所食品衛生
係緯４５０・３１１１
南町地区センター　第32回地域文化祭
　南町コミュニティ図書室主催の地域
文化祭を開催します。
　a１０月１８日（土）午前９時〜午後５時、
１９日（日）午前９時〜午後４時c展示
の部（手芸・書道・絵画・生け花他）、
芸能の部（カラオケ・日舞・民謡・詩
吟）、近隣保育園・小学校・市内全児童
館の子どもたちの作品の展示、運営委
員手づくりのバザーも開催しますl同
図書室緯４７２・１１５９
湧水や河川を守るために
宅地内の雨水浸透ますの設置に
ご協力ください
　地表面のコンクリートやアスファル
ト化などによる雨水の地下浸透量の減
少は、湧水や河川の水量に影響を与え
ます。雨水浸透ますは、屋根に降った
雨水を地下へ戻し、地下水を 涵  養 する

かん よう

効果が期待できます。市内の豊かな水
辺環境を保全するため、皆さんのご協
力をお願いします。
◎既存住宅への雨水浸透ますの設置に
は、設置補助金制度を利用できます
　▼申請対象者　敷地が１,０００愛未満
の既存の個人住宅（新築、増築などを
除く、一般住宅）を所有する方▼補助
金額　設置状況により、経費の全部ま
たは一部◆希望する方は、市指定下水
道工事店（市ホームページ参照）また
は環境政策課緯４７０・７７５３へご相談く
ださいl同課
 

 

これからの教育を語る会
「子どもの自発性を呼び覚まそう」
VOL.２ －幼少期の親子関係を考え
る－
　a９月２７日（土）午前９時５０分〜１１
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