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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

4月29日（昭和の日）のごみ収集は
　４月２９日は火曜日の祝日ですが、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.　4.　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４月１日現在＞　人口１１６,４１０人（うち外国人１,６７２人）／前月比１９減
男５７,１４７人／前月比１９減　女５９,２６３人／前月比増減無し　世帯数５１,９５９／前月比６９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

大人の風しん抗体検査・予防接種
の費用を一部助成します
　風しんは、免疫のない女性
が妊娠中に感染すると、胎児
が先天性風しん症候群となる
恐れがあり、妊娠を予定して
いる女性や将来的に妊娠を希
望する女性が、妊娠前に免疫
を持つことが重要です。
　そのため、風しんの免疫保
有状況を確認するための抗体
検査の結果、免疫が不十分で
あった方へ予防接種の費用を
一部助成します。
　a２７年３月３１日（火）まで
（医療機関の休診日を除く）
b右表参照e①抗体検査＝妊
娠を予定または希望する１９歳
以上の女性　※風しん含有ワ
クチンの予防接種歴が２回以
上ある方は対象外②予防接種
＝抗体検査の結果が、低抗体
価である１９歳以上の女性k①
抗体検査＝右表の医療機関へ
予約、同機関で申込書を記入
し、抗体検査を受けてくださ
い。後日、同機関で結果を聞き、
低抗体価であった場合は、予
防接種をご検討ください。　
※健康課への申し込みは不要
です。②予防接種のみ希望者
＝低抗体価（EIA価８.０未満も
しくはHI抗体価１６倍以下）が
確認できる書類を持って、健
康課（滝山４－３－１４、わく
わく健康プラザ内）へ直接来
場ください。右表の医療機関

へ予約し、健康課で交付する予診票を
持って、医療機関で接種してください
h保険証などの本人確認書類、母子手
帳（本人の接種歴などを確認のため）、
低抗体価の確認書類（予防接種希望者
のみ）g①抗体検査＝無料②予防接種

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）

＝麻しん・風しん混合ワクチン１,３００円
（ワクチンの供給量により風しんワク
チン７５０円の接種も可能）　 ※生活保
護受給者は無料で接種できますが、受
給証明書の提出が必要です。i費用の
助成は、検査・接種のいずれも１人１
回までです。また、市外や全額自己負
担の医療機関などで実施した場合、費
用は助成できませんl健康課予防係緯
４７７・００３０
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
た方への特例措置として、２６年度は、
次の方を対象に勧奨を行います。
　e１７歳（９年４月２日〜１０年４月１
日生まれの方）および１８歳（８年４月
２日〜９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
のために予防接種をすることをお勧め
します。なお対象者で通知の届かない
方は、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
　a４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
e２５年１１月１日～１１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
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土金木水火月日
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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）
　４月２０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）
　４月２９日＝いくせ医院（新川町１－４－１８、☎４７１・２３０４）
　【歯科】
　４月２０日・２７日・２９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）
　４月２０日・２９日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　４月２７日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
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）

大人の風しん抗体検査及び予防接種実施
医療機関一覧 ２６年４月１日現在

電話番号住所医院名
４７１・２６２８上の原１－４－２８－１１３東久留米団地診療所
４７１・１４３１金山町２－６－１４篠原医院
４７９・５６５６東本町１－３松岡レディスクリニック
４７１・０１３０東本町４－３細井医院
４７７・００５５東本町６－１５おかの内科クリニック
４７７・５５６６東本町８－９石橋クリニック
４７１・２３０４新川町１－４－１８いくせ医院
４２１・２１２１学園町１－１４－３２高月内科クリニック
４２１・０９７３学園町２－１１－１４ひばりヶ丘診療所
４７１・００５６本町１－２－３小笠原医院
４７９・１８００本町２－３－４たかはしクリニック
４７６・４１００本町３－１－９古谷消化器科内科

４７９・７３００本町３－１－２３大塚小児科アレルギー
科クリニック

４７１・２２９１本町３－３－２３富士見通り診療所
４２０・５６６１本町３－１１－１５あだち医院

４７２・２３８６本町３－１２－２山口内科・呼吸器科ク
リニック

４７７・０５５５幸町４－２－１おざき内科循環器科ク
リニック

４７０・７６７６幸町５－７－１さいわい町診療所

４７２・６１１１中央町１－１－２０アルテミスウイメンズ
ホスピタル

４６１・２９６７南沢４－３－２鹿島医院
４６０・８５０２南沢５－１８－５０鈴木クリニック

４５２・５８０１南沢５－１７東久留米おだやかメデ
ィカルクリニック

４７１・０１５４前沢２－１０－９前沢医院
４７０・９１１８前沢４－３１－４たきぐち内科クリニック
４６０・０５３１南町１－６－１１尾町内科クリニック
４７３・３３１１滝山４－１－１８滝山病院
４７０・０６２０滝山５－２２－１７石垣整形外科
４７３・１１１７滝山７－３－１７長生医院
４７２・８１８１滝山７－１５－１６飯田医院

４７９・７１７１下里２－８－２１胃腸科内科松本クリニ
ック

４７３・７３５５下里７－６－２大波クリニック
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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.　4.　15

　☆わくわく赤ちゃん広場「はいはい
の会」＝a４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
　☆子育て講座「親子でエアロビク
ス」＝a５月１９日（月）①午前１０時〜
１０時半②午前１０時４５分〜１１時半b市民
プラザホールef①が１歳〜１歳６
カ月児とその保護者、先着１５組。②１
歳７カ月〜３歳児とその保護者、先着
１５組dOKJエアロビクスファミリー
所属の岡田陽子氏k４月１６日（水）か
ら同センターへ
 

　☆なかよし広場＝a４月２２日（火）午
前１０時〜１１時半b第六小学校cお子さ
んと遊びながら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、徒歩か自転車で会場へ
　☆赤ちゃん広場＝５月２日（金）午前
１０時〜１１時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。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
 

図書のリサイクル
　図書館で除籍になった絵本・児童書・
紙芝居と、寄贈していただいた児童書
のうち図書館で受け入れなかった書籍
を市民の皆さんに提供します。
　a５月３日（祝）〜６日（休）午前１０時
〜午後５時b中央図書館１階視聴覚ホ
ール　※図書館の北口に並んでください。
北口は午前９時半に開きますi期間途
中であっても、提供する本がなくなっ
た場合は、終了しますj原則として１
人１０冊までl中央図書館緯４７５・４６４６
 

第１回市民テニス大会・女子団体戦
～市テニス連盟主催
　a５月２０日（火）午前８時開会。予
備日２７日（火）b滝山テニスコートc種
目は、女子団体戦。１チーム（３ペア）
６人以上e市内在住・在勤・在学・在
テニススクールの方g１人１,０００円j
試合時間・会場などは後日代表者にお
知らせしますiエントリー後の参加費
の返金はできませんk５月１０日（土）
までに、郵便為替（００１９０－２－６３２３６９、
加入者名・東久留米市テニス連盟）で、
通信欄に代表者（郵便番号・住所・氏名・
在勤・在学・在テニススクールの場合
は学校名・勤務先・スクール名）、メン
バーを記入の上、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同連盟・堀口緯４５９・
８５６３（夜間）

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

ジュニアクライミング体験教室
～市体育協会主催
　a５月３日（祝）午後４時半〜６時
２０分bスポーツセンターe小・中学生
d市山岳連盟g無料k当日直接会場へ
l同協会事務局緯４７０・２７２２
第50回記念市民バドミントン大会
～市バドミントン連盟主催
　a５月６日（休）午前９時半からb
スポーツセンターc種目は、男女別ダ
ブルス。技量に応じて１部〜３部e市
内在住・在勤・在学の１６歳以上の方g
１チーム２,８００円k４月３０日（水）まで
に（必着）、はがきに氏名・住所・電話
番号を記入の上、〒２０３－００５１、小山
５－５－９、福田行高宛て郵送をl同
連盟・高橋緯４９３・２４１０（夜間）
第83回ソフトテニス市民大会
～市ソフトテニス連盟主催
　a①一般の部＝５月４日（祝）午前
８時半開会。予備日５日（祝）②中学
生の部＝５月２４日（土）午前８時開会。
予備日３１日（土）。b①が市立テニスコ
ート②が滝山テニスコートc種目は、
①が男子の部、女子の部、壮年の部
（４５歳以上の男子）②が男子の部、女
子の部e市内在住・在勤・在学・在テ
ニスクラブの方g①が１チーム１,０００
円②が１チーム５００円k４月２６日（土）
までに（必着）、はがきに住所・氏名・
年齢・電話番号・参加種目を記入の上、
〒２０３－００３３、滝山１－６－１３、井部
誠二宛て郵送をl同連盟・井部緯４７５・
８２７９
市民ハイキング
新緑鮮やかな飯能アルプスへ
～市山岳連盟主催
　a５月１０日（土）午前８時に東久留米
駅２階改札口前集合（雨天中止。中止の
場合は前日午後７時頃までに連絡）c
行き先は西武秩父線の吉田山（４４６ｍ）
〜 子  ノ  権  現 。コースは東久留米駅（電

ね の ごん げん

車）→吾野駅→ 御  嶽 神社→吉田山→ 小 
おん たけ こ

 床 峠→子ノ権現→西吾野駅（電車）→東
ゆか

久留米駅。歩行時間は約４時間２０分e
中学生以上g８００円（保険代含む）およ
び交通費実費（約８７０円）h靴（軽登山・
トレッキング用）、雨具、弁当、水kl
月曜日を除く４月２０日（日）〜２７日（日）
までに同連盟・岩田緯４７６・１０２８（午
後７時〜８時）へ
ジョイフルファミリーウォーキングに
ご参加ください
　新緑の風 薫 る中、家族や友達と「水

かお

と緑のまち東久留米」のウオーキング
を楽しんでみませんか。１人でも歓迎
です。「柳窪地区の文化財、柳窪天神社、
ガスミュージアム」など市西部を巡る
コースを予定しています。
　a５月１７日（土）午前９時に、西部
地域センター集合。午後０時半頃、終
了予定。少雨決行f３０人g中学生以上
２００円。小学生以下１００円（保険代など）
i小学生以下は保護者の同伴が必要j
歩きやすい服装でkl５月９日（金）
までに、直接または電話（４７０・７９００）
でスポーツセンターへ

献血にご協力ください
　次の日程で献血を実施します。ぜひ、
ご協力をお願いします。
　a４月２４日（木）午前１０時〜正午、
午後１時半〜４時b市民プラザホール
h本人確認できるものl健康課予防係
緯４７７・００３０
３歳児健診
　a４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e２３
年３月２５日〜４月１９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
　a５月１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９月２４日〜１０月１６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
 

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。
 

　☆幼児のつどい＝ace４月１７日
（木）午前１０時半〜１１時１５分が「オリエ
ンテーション」。２歳児。２４日（木）午前
１０時半〜１１時半が「スタンプ遊び」。３・
４歳児j２４日（木）は汚れても良い服
装で
　☆絵本大好き＝a１８日（金）午前１１
時〜１１時２０分c絵本の読み聞かせ、手
遊びなどe幼児d渡辺和子氏、中林の
り子氏
　☆わいわいストリート＝a１９日（土）
午後２時〜３時半cゲームコーナー、
スライム、工作など。みんなで入学・
進級を祝おうe幼児〜小学生f先着
１５０人i１９日（土）午前中は準備のため
閉館します。午後５時以降（ただし、
利用は中学・高校生年代のみ）は通常開
館しますk参加整理券（無料）を配布中
　☆ひよこタイム＝ac２２日（火）午
前１０時半〜１１時が「わらべ歌、絵本の
読み聞かせ」、１１時〜１１時半が「親子の
触れ合いタイム」e０歳〜１歳児
　☆音楽の日＝a２６日（土）午後２時半
〜３時半cリズム遊び、季節の歌、いろ
いろな楽器を使って「音」を楽しみまし
ょうe幼児〜高校生年代d春田直枝氏
 

　☆幼児のつどい＝ac４月１７日が
「はじめまして（出席シールノート作
り）」。２４日が「遊びランド」。いずれも
木曜日午前１０時半〜１１時半e幼児
　☆工作の日＝a１８日（金）が午後２
時から。１９日（土）が午後１時半から
cホイル絵作りe小・中学生
　☆きらら＝a１８日（金）午前１０時半
からc幼児のつどいのシールを作りな
がら子育ての情報交換をしますe幼児

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

　☆だっこでおはなし＝a２５日（金）
午前１０時半〜１１時c絵本の読み聞かせ、
わらべ歌、子育ての情報交換などe０
歳児とその保護者
　☆ねんど教室＝a５月１７日（土）午
後２時〜３時半e小・中学生f２０人d
小林みゆき氏k４月２６日（土）午前９
時から受け付け
 

　☆おはなしの日＝a４月１５日・２２日
のいずれも火曜日、午前１１時〜１１時２０
分c絵本の読み聞かせ、手遊びなどe
幼児dみくりおはなしの会
　☆オセロ大会＝a１６日（水）午後３
時半からe小学生k当日受け付け
　☆赤ちゃんひろば＝ac①１６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。

すみ た け え こ

飲み物持参②２３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、水分補給（母乳可）持参。オ
イル代２００円（当日集金）。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先着２５組k当日午前９時
から受け付け（電話可）
　☆幼児のつどい＝ae１７日が２歳
〜４歳児。２４日が１歳児。いずれも木
曜日の午前１０時半からcオリエンテー
ション
　☆将棋の日＝a２３日（水）午後３時
からc将棋指導と対戦e小学生d五角
探究会
 

　☆幼児のつどい＝ace４月１７日
（木）午前１０時半〜１１時１５分が「参加
手続き、体操、歌」。うさぎ（１歳１カ
月〜２歳６カ月）・あひる（２歳６カ月
〜４歳児）。２４日（木）午前１０時半〜１１
時１５分が「こいのぼり作り」。あひる
　☆エコクラブ＝a２０日（日）午前１０
時〜午後０時半頃（雨天決行）b南町
運動公園正門前集合・解散c麦畑の草
取り、ゆでまんじゅう作りe４歳児（保
護者同伴）〜中学・高校生年代f１５人
hタオル、飲み物、長靴j汚れてもよ
い服装でk受け付け中
　☆０ちゃんの絵本＝a２３日（水）午
前１１時からc絵本の読み聞かせ、手遊
びe０歳児k当日受け付け
　☆おはなしわらべうた＝a２８日（月）
午前１１時からe１歳以上の幼児c紙芝
居、絵本などの親子わらべ歌k当日受
け付け
 

 

　☆なかよし広場＝a４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、徒歩か自転車で会場へ

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

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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土金木水火月日

５５４３２１

１１２２１１１０９８７６６

１１９９１８１７１６１５１４１１３３

２２６６２５２４２３２２２１２２００

３０２２９９２８２２７７

5
土金木水火月日

３３２１

１１００９８７６６５５４４

１１７７１６１５１４１３１２１１１１

２２４４２３２２２１２０１９１１８８

３３１１３０２９２８２７２６２２５５

　子どもの成長と共にやってくる第１・第２
反抗期、思春期を迎える前の子どもとのコミ
ュニケーション、思春期の子どもとどう向き
合うか一緒に考え、子育ての参考にしてみま
せんか。
　a全３回。５月７日・１４日・２１日のいずれ
も水曜日の午前１０時〜正午b 生涯学習セン
ターe市内在住・在勤・在学の子育て中の方
および関心のある方f先着３０人d キャリア・

コンサルタントの 鈴  木  眞  理 氏g無料j満２歳
すず き ま り

〜未就学児の保育あり（先着１０人。４月３０日
（水）までに要予約）k４月１５日（火）から
電話またはファクスで、市文化協会緯４７７・
４７００（ファクス同。電話受け付けは第４月曜
日を除く平日の午前９時〜午後５時）へ。フ
ァクスの場合は講座名・氏名・住所・電話番号・
保育の有無（有りの場合はお子さんの氏名・
年齢）を記入の上、送信をl同協会

保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付ききききききききききききききききききききききききききききききききき家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど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ののののののののののののののののののののののののののののののののの反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期にににににににににににににににににににににににににににににににににどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどううううううううううううううううううううううううううううううううう対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす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保育付き家庭教育講座「子どもの反抗期にどう対応する」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」



6

晦

界

海

皆

械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械

械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械

灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰

灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰
灰

26.　4.　15

月２９日（土）・３０日（日）の２日間で開
催する予定です。
　実行委員会では、消費生活に関心の
ある個人・団体・事業者の方を募集し、
テーマやイベント、ＰＲ方法など、内
容について一から検討していきます。
市民の皆さんにもっと消費生活に関心
を持ってもらえるよう、実行委員とし
て一緒に盛り上げませんか。　※第１
回実行委員会は、５月中旬を予定して
います。会議は毎月１回、２時間程度
の開催予定です。
　k４月３０日（水）までに（必着）、住
所・氏名・電話番号・所属団体名・活
動内容または「くらしフェスタくるめ」
でやりたいことを記入の上、〒２０３－
８５５５、市役所生活文化課市民協働係宛
て郵送またはファクス（４７２・１１３１）、電
子メール（seikatsubunka@city.higashi
kurume.lg.jp）で送信をl同課緯４７０・
７７３８
「市民ギャラリー」に皆さんの
作品を展示してみませんか
　市では、東久留米駅構内に市民の皆
さんが作品を発表する場「市民ギャラ
リー」を開設しています。このたび、
１０月８日（水）から展示する作品を募
集します。
　▼作品の種類　絵画・書・写真・陶芸・
華道・手芸など▼作品の大きさ　ギャ
ラリー内に展示できるもの（展示スペ
ース全面の縦１２０唖×横２５０唖×奥行
き２５唖以内）▼ご注意　展示の際に必
要な用具（額、掛け軸、台、ひも、ワイヤ
ーなど）は、原則として展示者が用意
してください。ただし、ワイヤーと展
示台は少数ですが貸し出しも可能です。
　※釘打ち、照明加工不可。▼展示期
間　１週間（展示時期は抽選となりま
す）▼応募資格　市内在住・在勤・在
学の個人および市内の団体で作品の搬
入・搬出ができる方k５月７日（水）ま
でに（必着）、はがき（１人１枚）に住所・
氏名（団体の場合は団体名・代表者）・
電話番号・作品の種類を記入の上、〒
２０３－００５４、中央町２－６－２３、ＮＰ
Ｏ法人東久留米市文化協会事務局宛て
に郵送をl同協会事務局緯４７７・４７００
まちさぽ全体会のお知らせ
　東久留米まちづくりサポートセンタ
ーは、市民と市民をつなげ、市民と行
政による協働のまちづくりの推進を目
的として活動しています。
　「まちさぽ」の活動内容などを報告し、
ご意見を頂く場として全体会を開催し

ますので、ぜひご参加ください。
　a５月１０日（土）午後１時半〜３時
b男女平等推進センターc２５年度事
業報告と会計報告、２６年度事業計画と
予算、懇談k当日直接会場へl生活文
化課緯４７０・７７３８
 

公立昭和病院
「第13回市民公開講座」
　今回のテーマは、消化器外科医長の
 兼  子  晋 氏による「大腸がんについて」、
かね こ すすむ

がん相談担当看護師の 及  川  良  子 氏によ
おい かわ よし こ

る「がん相談について」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。
　a４月２７日（日）午後２時〜３時半
b公立昭和病院講堂k当日直接会場へ
l同病院医事課医事係緯４６１・００５２（内
線２１７０）
５月３日はひまわりの日
～同実行委員会主催
　東日本大震災以降、被災地をひまわ
りの花で癒す活動が、東久留米で続い
ています。これは、呼び掛けに集まっ
てくれた人に、植木鉢にひまわりの種
をまいてもらい、その鉢植えを市内の
農家数軒でお世話をして、花が咲く頃
に福島県南相馬市と宮城県石巻市に届
けるというものです。
また、種まきイベント
だけではなく、ひまわ
りを運ぶための資金を
集めるため、「農家の煮
ぃだんご」の販売、「チャリティーマル
シェ」、親子で楽しむ「ワークショップ」、
「こども遊び」なども開催の予定です。
　a５月３日（祝）午前９時４５分受け付
け開始b第三小学校i種まきには材料
費５００円が掛かりますl同実行委員会・
秋田緯０９０・４４３０・１１８７または同実行委
員会ホームページ（http://himawari
0503.jimdo.com/）

ガ イ ド

初心者 和弓 教室
わきゅう

　日本に古くから伝えられる武道の和
弓を通して、礼儀作法を学んでみませ
んか。
　a全６回。６月４日（水）・７日（土）・
１１日（水）・１４日（土）・１８日（水）・２１
日（土）のいずれも午後７時〜９時b
スポーツセンター３階弓道場e市内在
住・在勤・在学の１８歳以上で、６日間
参加できる方g２,５００円（保険料、施設
使用料含む）k５月９日（金）までに（必
着）、往復はがきに「初心者和弓教室参
加希望」・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、体育協会事務局宛て郵
送をl同事務局緯４７０・２７２２
 

小山茶園サポーターズクラブ新メ
ンバーを募集します
　市内に茶畑があるのをご存じですか。
小山茶園は、市の北部、小山地域に広
がる小山緑地保全地域の一角にありま
す。お茶と自然を愛する市民や近隣住
民のボランティアで管理し、毎年おい
しいお茶を作っています。
　今年も、小山茶園サポーターズクラ
ブでは、新しいメンバーを募集します。
春には茶園見学会や紅茶教室、お茶を
使った料理教室などの楽しいイベント
も行っています。興味のある方は、ぜ
ひご入会ください。
　a１０月までの第２・第４土曜日午前
９時〜１１時b小山１－１６（小山緑地保
全地域内）g３００円（保険代）kl４月中
に電話で生活文化課緯４７０・７７３８へ
くるくるチャンネル
入力サポートのお知らせ
　東久留米のふれあい情報サイト「く
るくるチャンネル」では入力サポート
を開催しています。「くるくるチャンネ
ルってなに？」「操作方法がわからな
い」という方など、運営委員と事務局
員がサポートします。
　a毎月第２・第４火曜日午後１時１５
分〜３時１５分b市役所１階屋内ひろば
i開催日は変更になる場合があります。
同ホームページ（http://kuru-chan.com/）
の「当サイトからのおしらせ」事務局
カレンダーでご確認くださいlくるく
るチャンネル事務局緯４３９・６０３３また
は生活文化課緯４７０・７７３８

男女共同参画情報誌「ときめき」
第52号を発行しました
　a発行日は３月３１日c▽特集＝自分
らしく働くための「はじめの一歩」▽
ときめきインタビュー＝みんなで一緒
に楽しんじゃおう〜町の人々とふれあ
う「てっぺん一座」の人形劇〜▽フィ
フティ２から＝男女平等推進センター
実施講座と書籍紹介▽ときめきカレン
ダー▽同センター案内j配布場所は市
民プラザ、生活文化課（市役所２階）、
男女平等推進センター（本町３－９－
１－１０２）、市内公共施設などl同課緯
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〜
　「保育園・学童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」などと
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。まずは説明会にご参加くださ
い。
　ab①４月２１日（月）午後１時半か
ら、わくわく健康プラザ社協会議室②
５月１３日（火）午前１０時から、生涯学
習センター集会学習室５　※所要時間
は約１時間半。h入会希望者（保護者）
の顔写真j保育あり（土曜・日曜日、
祝日を除く３日前までに要予約）lフ
ァミリー・サポート・センター事務局
緯４７５・３２９４
社会保険労務士による無料相談会
　a４月２３日（水）午後１時半〜４時
b市役所１階屋内ひろばc年金、社会
保険（健康保険、雇用保険、介護保険）、
労働問題（賃金未払い、解雇）などf
５人程度g無料k当日直接会場へl生
活文化課緯４７０・７７３８
第43回くらしフェスタくるめ
実行委員を募集します
　「くらしフェスタくるめ（消費生活
展）」は消費者意識を高め、消費生活の
向上を図るために、実行委員会と市の
共催で毎年開催しています。今年は１１

▲

と
き
め
き　
号
の
表
紙

５２

に電話番号の記載の有無を必ず確認
する。
・前払い以外の支払い方法（カード、
代引きなど）が複数用意されている
ショップを選ぶようにする。特に個
人名口座への前払いは要注意。
・返品に関する記載を確認する（返
品特約の有無など）。
・購入者によるショップへの評価や
評判をチェックする。
・注文内容、ショップからのメール
や確認画面などは保存しておく。
・商品が届いたら中身を確認。違っ
ていたり壊れたりしていたら、すぐ
ショップに連絡する。
《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

前払いのネット通販は被害救済
が難しいので要注意！
Ｑ．ネット通販で車の部品が安かっ
たので注文し、代金を前払いで業者
の口座に振り込みましたが商品が届
きません。メールで問い合わせても
返信がなく、サイトには住所や電話
番号の記載もないため連絡がとれま
せん。
Ａ．ショップとのメールのやり取り
と、サイトの内容を確認したところ、
前払いさせて商品は届けないという
詐欺目的のネット通販サイトのよう
でした。商品を注文するとサイトか

らメールで、振込先を指定されまし
た。振込先を確認すると外国人名義
の銀行口座になっており、また、メ
ールに不自然な日本語の文章がある
ことなどから、海外のネット通販サ
イトであると推察できます。
　最近、こうしたネット通販のトラ
ブルが急増しています。今回のケー
スのように、日本の通販サイトを装
った詐欺目的の海外ショップも多数
存在します。前払いの場合、日本の
通販サイトであっても金銭的な救済
が困難になります。海外ショップで
は所在が不明であったり、連絡が取
れなかったりということも多く、シ
ョップと交渉することすらできませ
ん。海外ショップによる詐欺被害に
なると解決不能なケースがほとんど
で、お金を取り戻すことも難しくな
ります。
＜ネットショッピングでの留意点＞
・ショップの所在地や担当者名、特


