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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

7月21日（海の日）のごみ収集は
　７月２１日は月曜日の祝日ですが、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.　7.　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７月１日現在＞　人口１１６,５０５人（うち外国人１,６５１人）／前月比５０減
男５７,１８７人／前月比３７減　女５９,３１８人／前月比１３減　世帯数５２,１４７／前月比１６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

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
　a７月２３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２月１日～２月２８日生まれの乳
児（生後６カ月以上１歳になる誕生日
の前日まで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
係緯４７７・００３０
１歳６カ月児健診
　a７月２４日（木）午後０時半～１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２４
年１２月２６日～２５年１月１７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
３〜４カ月児健診・産婦健診
　a７月３１日（木）午後０時半～１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２６
年３月１３日～４月９日生まれの乳児k
当日直接会場へl健康課保健サービス
係緯４７７・００２２
子ども相談
　a８月５日（火）午前９時半～午後
３時bわくわく健康プラザcお子さん
の成長や発達、言葉、接し方、育児疲
れなどの相談を心理相談員が受けます
e幼児とその保護者kl電話で健康
課保健サービス係緯４７７・００２２へ
食事相談・健康相談
　a８月８日（金）午後１時半～３時
半bわくわく健康プラザc乳幼児期～
高齢期の食事や健康に関する個別相談。
体組成（体脂肪率や筋肉率など）の測
定h健康診断の結果表、食事記録など
kl電話で健康課保健サービス係緯
４７７・００２２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。
 

　☆絵本大好き＝a７月１８日（金）午
前１１時～１１時２０分c絵本の読み聞かせ
や紹介、手遊びなどe幼児d渡辺和子
氏、中林のり子氏
　☆トールペイント教室＝a１９日（土）
午前１０時～１１時半e小学生f１５人d富
山英美氏k受け付け中（電話不可）
　☆ひよこタイム＝ac２２日（火）午
前１０時半～１１時が「絵本の読み聞かせ、
わらべ歌」、１１時～１１時半が「親子の触

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

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）

れ合いタイム」e０歳～１歳児とその
保護者
　☆えんにちスリラー館＝a２６日（土）
午後５時からc怖い話大会e小学４年
生～高校生年代（小学生は保護者の承
諾書が必要）g無料k入場整理券配布
中（スリラー館の入場整理券では参加
できません。電話不可）
 

　☆のびのびぐんぐん＝a７月１５日
（火）午前１０時半からc体操、歌、ペ
インティング遊びe１歳児とその保護
者

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

　☆おはなし会＝a１５日・２２日・２９日
のいずれも火曜日午後４時からc素話、
絵本の読み聞かせ、手遊びなどj協力
は１５日・２９日がおはなしくぬぎ、２２日
が中央図書館
　☆将棋教室＝a２３日（水）午後３時
からe小学生d東久留米市将棋研究会
　☆工作の日＝a２４日（木）・２５日（金）
のいずれも午後１時半からc牛乳パッ
クの引き出し小物入れe小・中学生k
当日午後４時半まで受け付け
　☆自然体験教室＝a８月６日（水）
午後１時半～４時１５分　※雨天の場合
は、８月８日（金）に延期します。c
落合川で遊ぼう（川遊びのマナー、川
草の説明など）e小・中学生f１５人d
東久留米川クラブj７月２３日・３０日の
いずれも水曜日午後３時から開催する
準備会のどちらか１日に参加してくだ
さいk７月１６日（水）午後３時から、
本人か家族が直接申し込みを（電話不
可）
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土金木水火月日

５５４３２１

１１２２１１１０９８７６６

１１９９１８１７１６１５１４１１３３

２２６６２５２４２３２２２２１１２２００

３１３０２９２８２２７７

8
土金木水火月日
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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）
　７月２０日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　７月２１日・２７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）
【歯科】
　７月２０日・２１日・２７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）
　７月２０日・２７日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　７月２１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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【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

26.　7.　15

　☆育児講座「ＮＰ講座」＝a全６回。
９月１１日〜１０月１６日の毎週木曜日、午
前１０時〜正午bわくわく健康プラザ１
階プレイルームc「Nobody's perfect〜
完璧な親なんていない！」そこからス
タートする講座です。初めから一人前
の親なんていません。みんな周りの助
けを借りながら親になっていくのです。
お互いの悩みや育児について、みんな
で話し合い、自分に合った子育ての仕
方を学び合い、一人で悩まずママ友達
を作って楽しい子育てをしましょうe
西部地域在住（下里、前沢、滝山、南
町、柳窪、弥生）で、乳幼児を子育て
中の専業主婦f１５組g無料j保育あり
（無料）kl７月２２日（火）から子ど
も家庭支援センターへ
 

アクアフィットネス教室
　水の中で、歩いたり音楽に合わせて
体操し、楽しみながら体力づくりをし
ませんか。
　a全４回。９月３日・１０日・１７日、
１０月１日のいずれも水曜日、Ａコース
が午前１０時〜１１時、Ｂコースが１１時〜
正午bスポーツセンターe市内在住・
在勤で１８歳以上の方f各コース３０人
（応募者多数の場合は抽選）g１,６００円
（施設使用料・傷害保険代など）k７
月３１日（木）までに（消印有効）、往復
はがきに教室名・希望コース・住所・
氏名・年齢・電話番号、在勤の場合は
勤務先（返信用にも住所・氏名）を記
入の上、〒２０３－００１１、大門町２－１４
－３７、スポーツセンター内、市体育協
会宛て郵送をl同協会事務局緯４７０・
２７２２
ジョイフルスローピッチソフトボ
ール教室
　誰でも気軽に楽しめる、新しいスポ
ーツです。打者用・ランナー用に２つ
あるホームベースや柔らかく大きいボ
ールを使用して危険性を減らし、楽し
さを追求したソフトボールの教室です。
　a全３回。９月５日・１２日・１９日
（予備日は２６日）のいずれも金曜日、
午後１時半〜３時半b滝山球場e市内
在住・在勤で健康な方（年齢性別不問）
f３０人（応募者多数の場合は抽選）
g５００円（保険代など）j運動しやすい
服装・靴で。道具のある方は持参を
（野球用グローブ可）k７月３１日（木）
までに（必着）、往復はがきに教室名・
住所・氏名・年齢・電話番号（返信用
にも住所・氏名）を記入の上、〒２０３－
００１１、大門町２－１４－３７、スポーツセ
ンター内、市体育協会宛て郵送をl同
協会事務局緯４７０・２７２２
初心者アーチェリー教室
　a全３回。９月６日・１３日・２０日の
いずれも土曜日、午後７時〜９時bス
ポーツセンターe市内在住・在勤・在
学で１８歳以上の方f１０人（応募者多数
の場合は抽選）g１,１５０円（保険代、施

設使用料など）k７月３１日（木）まで
に（必着）、往復はがきに教室名・住
所・氏名・年齢・電話番号、在勤・在
学の方は勤務先・学校名（返信用にも
住所・氏名）を記入の上、〒２０３－００１１、
大門町２－１４－３７、スポーツセンター
内、市体育協会宛て郵送をl同協会事
務局緯４７０・２７２２
第28回ミックスダブルステニス大会
～市テニス連盟主催
　a８月１７日（日）（予備日は２４日）b
市内各テニスコートc種目はミックス
ダブルス１部・２部e市内在住・在勤・
在学・在テニススクールの高校生以上
g１ペア２,０００円iエントリー後のメ
ンバー変更や参加費の返金はできませ
んj試合時間・会場などは後日郵送す
るドロー表でお知らせしますk７月２９
日（火）までに、郵便振
替（００１９０－２－６３２３６９、
加入者名・東久留米市テ
ニス連盟）で、通信欄に
郵便番号・住所・氏名・
電話番号・参加種目、市
外の方は勤務先・学校名・
スクール名を記入の上、参加費を振り
込んでください。連盟役員への直接申
し込みもできますl佐々木緯４７３・
００７９（夜間）
第25回ジュニアテニス大会
～市テニス連盟主催
　a８月２６日（火）午前８時半集合
（予備日は２７日）b小山テニスコート
c種目は男女シングルスe市内在住・
在学・在テニススクールの中学生g１
人５００円（当日集金）k８月１９日（火）
までに（必着）、はがきに郵便番号・住
所・氏名・電話番号・学校名またはス
クール名・学年を記入の上、〒２０３－
００３３、滝山７－１１－４、佐々木道夫宛
て郵送を。連盟役員への直接申し込み
もできますl佐々木緯４７３・００７９（夜間）
第43回市民剣道大会
～東久留米剣道連盟主催
　a９月２３日（祝）午前９時半開始b
スポーツセンターc種目は①小・中学
生個人戦②一般（高校生以上）個人戦・
団体戦e市内在住・在勤・在学の小学
生以上g１人１,０００円kl８月１５日（金）
までに、参加種目・住所・氏名・年齢・
段級位、学生は学校名・学年、在勤の
方は勤務先を記入の上、ファクスで大
会事務局・鈴木昭則緯４７６・２５９４（フ
ァクス同）へ
夏休み期間、スポーツセンターを
早朝開放します
　夏休みの１カ月間、スポーツセンタ
ーは午前６時から開館します。プール・
トレーニング室・卓球室などが利用で
きます。また、団体利用も可能ですので、
問い合わせてください。
　▼実施期間　７月１９日（土）〜８月
１７日（日）
　▼開館時間　月曜〜金曜日＝午前６
時〜午後１１時、土曜・日曜日、祝日＝
午前６時〜午後９時半
　l同センター緯４７０・７９００

 

　☆おはなしの日＝a７月１５日（火）
午前１１時〜１１時２０分c絵本の読み聞か
せや手遊びe幼児dみくりおはなしの
会
　☆赤ちゃんひろば＝a１６日（水）午
前１０時半〜１１時半c親子のコミュニケ
ーションワークとティータイムe０歳
児とその保護者d炭田契恵子氏h飲み
物
　☆卓球大会＝a１６日（水）午後３時
半からe小学生k当日受け付け
　☆将棋大会＝a２３日（水）午後３時
からe小学生以上k当日受け付け
　☆けやき座人形劇公演＝a２４日（木）
午前１０時半開演（１０時１５分開場）c
「ふしぎなバスケット」e乳幼児〜高
校生年代f先着１５０人g無料j当日午
前９時〜１０時１５分は準備のため、遊戯
室では遊べませんk入場整理券配布中
 

　☆おはなしの日＝a７月１６日（水）
午後３時半〜４時c絵本の読み聞かせ
や素話e幼児〜小学生d水曜おはなし
会k当日受け付け
　☆夏のおたのしみ会＝a８月２日
（土）午後４時半〜７時４５分cゲーム、

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

夕飯（カレー）、花火鑑賞（雨天時はＤ
ＶＤ鑑賞）e小学生f先着５０人g無料
i終了後、保護者の迎えが必要j当日
の午後は通常利用できませんk７月１９
日（土）午前９時から受け付け（電話
不可）
　☆手芸の日＝a２０日（日）午前９時
半〜午後４時cビーズでブレスレット
を作ろうe小学生f先着３０人k当日受
け付け
 

 

　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＝a７月１８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「はいはい
の会」＝a７月２３日（水）午前１０時〜
１１時半e６カ月〜１２カ月児とその保護
者hタオルj保育あり（先着３人。予
約制）k当日直接会場へ

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
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パソコンに突然現れる警告表示
にご注意ください
Ｑ．　ネット検索中に、「【危険】パソ
コンがウイルスに感染しています」
との表示が現れ、「危険」という文字
に慌ててしまいました。業界大手の
企業名が書かれていたので信用し、
ウイルス駆除ソフトを購入しインス
トールしました。料金はクレジット
決済しました。しかしダウンロード
はうまくいかず、結局、パソコンを
修理してもらうことになりました。
解約するにはどうしたらよいですか。
Ａ．　パソコン画面に突然表示され
る警告表示のようなものは、使用し
ているパソコンの状況を知らせる物
とは限りません。不安心理を利用し
て、ソフトを購入するように誘導す
る広告の可能性があります。こうし
た警告表示に慌てて、セキュリティ
ーソフトやスピードアップソフトを
購入してしまったという相談が急増

しています。
　パソコン画面に突然警告表示が出
ても、その内容をよく確認するまで
はクリックしないことが一番です。
まずはパソコンの危険な状態を回避
するために、使用しているパソコン
のメーカーに問い合わせたり、独立
行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）
の情報セキュリティ安心相談窓口の
ホームページ（http://www.ipa.go.
jp/security/anshin/）で情報収集を
したりしましょう。ソフトが必要と
判断したら、複数のソフトを比較検
討してみてください。ソフトの販売
元は海外の事業者であることも多く、
日本語で対応する窓口の有無、連絡
方法は電子メールのみなのか国内電
話番号もあるのかを確認すると良い
でしょう。
　クレジットカード決済は手早く便
利なものですが、このような契約の
場合、気付かずに定期購入となり、
毎月クレジットカードに請求が行わ
れるケースもあります。
　困ったときは、市消費者センター
にご相談ください。
《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

出
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・
フ
ル
ー
ル

第198回市民プラザロビーコンサート
〜姉妹デュオによる華麗なるハーモニー〜

　a７月１９日（土）午後２時〜３時b市役所１
階屋内ひろばc出演はデュオ・ドゥ・フルール
（中村ゆか里・中村里奈の両氏）＝バイオリン
▼主な曲目はヘンデル－ハルヴォンセン作曲
「パッサカリア」/浜辺のうた/クラシック名曲
メドレーほかg無料k当日直接会場へl市民プ
ラザ☎４７０・７８１３
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を開催します。
＜共通事項＞
　b生涯学習センターi複数のワー
クショップへの申し込みが可能です。
各講座とも定員になり次第、受け付け
終了l同センター緯４７３・７８１１
○アロマテラピー教室
　c①かおりのおはなし＆かおりのキ
ラキラポットづくり②親子でかおりの
おはなし＆虫よけスプレーとサシェ
（香り袋）づくりa８月９日（土）①
午前１０時〜１１時半②午後０時半〜２時
半e①小学４年〜６年生（保護者見学
不可）②親子（小学生とその保護者）
f①先着２０人②先着１５組３０人d日本ア
ロマ環境協会インストラクターの栗原
ともこ氏g①１,５００円②親子で２,０００円
（子ども１人追加につき１,５００円）k受
け付け中
○自然科学教室
　c①化石のレプリカを作ろう②いろ
んな生き物「足」くらべa８月９日（土）
①午前１０時〜１１時半②午後１時〜２時
半e①親子（小学１年〜４年生とその
保護者）②小学４年〜６年生（保護者
見学不可）f①先着１５組②先着２０人d
自然教育研究センター自然解説員の青
山 正  志 氏g①親子で１,０００円（子ども１

まさ し

人追加につき８００円）②５００円k受け付
け中
○親子ロボット工作教室
　c①光で動くたまロボを作ろう！②
ブロックロボでロボットの基本構造を
学ぼう！a８月２３日（土）①午前１０時
〜正午②午後１時〜３時e小学校３年
〜６年生とその保護者（保護者１人に
つき子ども２人まで）f各先着１８組d
日本ロボット学会正会員の大竹祐希氏
g親子で５,０００円（子ども１人追加につ
き３,０００円）k受け付け中
○クラフト教室
　cはじめての昔懐かしいゴムひこう
き教室a８月２３日（土）午後１時〜３
時半e小学３年〜６年生とその保護者
f先着１０組２０人d六仙公園友の会ひこ
うきクラブg親子で１,０００円（子ども１
人追加につき５００円）k受け付け中
社会福祉協議会
災害啓発講演会「もう１度、足元
を見よう・考えよう〜過去の災害
から得た教訓・防災対策〜」
　首都直下地震、南海トラフ大地震、豪
雨災害など、いつ発生するか分からな
い巨大災害に対し、安心して暮らし続
けるために今必要な防災対策とは何か。
　阪神・淡路や東日本大震災などの過
去の災害から得た教訓を生かし、私た
ち一人ひとりが取り組む「共助」、「自
助」とは何かを改めて考えましょう。
主催は、市と同協議会。
　a９月６日（土）午前９時半〜正午
b市民プラザホールf先着８０人　※事
前申込制（市内在住・在勤の方が優先
となります）d日本赤十字社東京都支
部k８月１日（金）から電話（４７５・０７３９）、
ファクス（４７６・４５４５）、または同協議
会ホームページ（http://www.higashiku
rume-shakyo.or.jp）で、氏名・住所・
電話番号・メールアドレスをお知らせ
くださいl同協議会ボランティアセン
ター
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～
　「保育園・学童保育所の送迎が間に合
わない」「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」とお
考えの方は登録を。協力者も募集中。
地域の子育てお助け隊として活動しま

せんか。どちらも一度説明会にご参加
ください。所要時間は約１時間半です。
　ab①７月２５日（金）午前１０時から、
生涯学習センター集会学習室５②８月
２０日（水）午前１０時から、わくわく健
康プラザ社協会議室h入会希望者（保
護者）の顔写真j保育あり。土曜・日
曜日を除く３日前までに要予約kl
同サポートセンター事務局緯４７５・
３２９４へ
26年度排水設備工事責任技術者
資格認定共通試験
　a１０月５日（日）午前１０時〜正午b
青山学院大学・青山キャンパス１号館
g６,０００円j受験申込書は７月２２日
（火）〜９月１日（月）に公共下水道
管理者の担当窓口（市役所５階、施設
管理課施設建設担当）で配布k８月１
日（金）〜９月１日（月）に、郵送で受
け付けl同担当緯４７０・７７５９
 

公立昭和病院
「第１４回市民公開講座」
　今回のテーマは、泌尿器科医長の塚
本 哲  郎 氏による「前立腺がんについて

てつ ろう

－本当に治療は必
要か？－」、神経内
科部長の本間 温 

ゆたか

氏による「脳卒中
の治療と予防につ
いて」、脳神経外科
医長の 吉  河 

よし かわ

 学  史 氏
がく し

による「脳卒中の
外科的治療」です。
事前申し込みは不
要ですので、気軽
にご参加ください。
　a８月３日（日）午後２時半〜４時
b小平市民文化会館「ルネこだいら」
（小平市美園町１－８－５）k当日直
接会場へl公立昭和病院医事課医事管
理係緯４６１・００５２（内線２１７１）

ガ イ ド

 

図書館スタンプラリー
　夏休みに図書館で本を借りたり、ク
イズに挑戦したりしてスタンプを集め
よう。たくさん集めてゴールすると、
楽しいプレゼントがもらえます。
　a７月１９日（土）〜８月３１日（日）
b市内各図書館e小学生k各図書館へ
各館の催し
　夏休み、図書館では楽しい行事がい
っぱいです。大人も子どもも、さあ図
書館へ行ってみよう！
＜共通事項＞
　g①〜⑬のいずれも無料i滝山・ひ
ばりが丘・東部の各図書館には駐車場
がありません。車での来館はご遠慮く
ださいk記載がないものは、当日直接
会場へ
◎中央図書館 緯４７５・４６４６　
①2014年夏 絵本展「どんなかんじ？」
　「みる」「きく」「さわる」「かぐ」「あ
じわう」感じてみよう、どんな感じかな。
共催は東久留米地域文庫親子読書連絡
会。
　a７月１９日（土）〜２２日（火）のい
ずれも午前１０時〜午後５時b中央図書
館視聴覚ホールj期間中は午前１１時と
午後３時に「おはなし会」があります
②図書館ワールドを体験！
　いつも使っている図書館の裏側はど
うなっているのかな。図書館職員と一
緒に探検してみよう。
　a７月２９日（火）午後１時〜３時e
小学４年〜６年生f１０人（応募者多数
の場合は抽選）k７月１９日（土）〜２６
日（土）に直接同館へ
③夏休み ＰＯＰ 倶楽部

ポップ

　本屋さんでよく見かけるＰＯＰ。自
分の好きな本のＰＯＰを書いて、図書
館に展示してみませんか。
　a７月２２日（火）・２３日（水）のいず
れも午後３時〜５時b中央図書館視聴
覚ホール前のロビーe中学・高校生年
代
④夏休み 本のリサイクルフェア
　図書館で除籍した資料や寄贈された
本のうち、受け入れしなかった本を利
用者の皆さんに提供します。
　a８月２日（土）〜４日（月）のい
ずれも午前１０時〜午後５時b中央図書
館視聴覚ホールj毎月実施している雑
誌のリサイクルも同時に開催しますk
２日は午前９時半から整理券を配布
（北側入り口からお入りください）
⑤季節のおはなし会
　ろうそくに火をともして、いつもと
ちょっと違うおはなし会が始まります。
　ae８月２４日（日）午後３時からが
小学校低学年、３時４０分からが小学校
高学年b中央図書館おはなし室
⑥よもうあそぼうかがくの本
「へんしん名人・水」
　暑い夏に気持ちが良い水の不思議を
体験してみよう。
　a８月２６日（火）午後３時〜４時b
中央図書館視聴覚ホールe小学生
⑦紙芝居スペシャル
　夏休み最後のおはなし会は紙芝居ス
ペシャルです。
　ae８月２７日（水）午前１１時からが
幼児、午後３時からが小学生b中央図
書館視聴覚ホール
◎滝山図書館 緯４７１・７２１６
⑧読書会
　今回の題材は太宰治の「 瘤 取り」です。

こぶ

事前に熟読していただき、当日順番に

朗読後、この作品や著者について語り
合います。
　a７月２０日（日）午後２時〜４時b
西部地域センター３階講習室３k前日
までに電話または直接同館へ
⑨おもしろいけどちょっぴりこわいこ
わいおはなし会
　a８月２日（土）午前１０時〜１１時半
b西部地域センター２階集会室
◎ひばりが丘図書館 緯４６３・３９９６
⑩夏の人形劇
「だるまちゃんとてんぐちゃん」
　水曜おはなし会の皆さんと一緒に、
楽しい人形劇を行います。手遊びやパ
ネルシアターもあります。
　a７月２３日（水）午前１１時からと午
後３時半からb南部地域センター２階
講習室　
⑪児童向けガイドツアー
「図書館探検隊」
　ひばりが丘図書館の秘密を知ろう。
本の探し方のコツも分かります。
　a７月２７日（日）午前１０時〜１０時４０
分bひばりが丘図書館e小学生（保護
者同伴可）
⑫講演会「お札の不思議大発見」
　世界中の変わったお札も見れます。
大人にもお勧めです。
　a８月６日（水）午後２時〜３時半
b南部地域センター２階講習室e小学
生以上d独立行政法人国立印刷局お札
と切手の博物館学芸員k７月１５日（火）
から、電話または直接同図書館へ
◎東部図書館 緯４７０・８０２２
⑬親子工作会
「ガムテープでバッグをつくろう！」
　針も糸もいりません。カラフルなガ
ムテープを切って、貼って、自分だけ
のかわいいバッグを作ります。
　a７月２７日（日）午後２時〜３時半
b東部地域センター１階講習室e小学
４年生以上k電話または直接同館へ
 

2014平和事業
平和祈念資料展
「戦中戦後を振り返る」
　戦時下に関連するグラフィックパネ
ルおよび実物資料の他、「東久留米市の
戦争の 痕跡 」などを展示します。

こんせき

　a７月１７日（木）午前９時〜午後７時、
１８日（金）午前９時〜午後５時b市民
プラザホールg無料l企画経営室総務
課緯４７０・７７１４
西部地域センター多目的ホールの
利用を一時停止します
　西部地域センター多目的ホールを快
適に利用していただくため、舞台照明
設備の改修工事を２７年２月から予定し
ています。工事期間はおよそ１カ月間
です。期間中は多目的ホールを利用で
きません。ご不便をお掛けしますが、
ご理解、ご協力をお願いします。
　l生活文化課緯４７０・７７３８
生涯学習センター
◎夏休み学習室
　夏休み期間中、市内の小学生〜大学
生など学生の皆さんの自学の場として、
学習室を開放します。夏休みの宿題や、
受験勉強などにご利用ください。
　a７月１９日（土）〜８月３１日（日）
の午前９時〜正午▼午後０時４０分〜３
時半▼３時５０分〜６時b生涯学習セン
ター学習室e小学生以上i空き状況に
よって利用できない場合があります　
◎夏休みワークショップ日和
　夏休みの自由研究にぴったりな講座


