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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
　市役所ロビー、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　
http://www.city.higashikurume.lg.jp/goiken/index.html

24.　１０.　15

○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出）緯４７７・１１１５
○中央図書館　緯４７５・４６４６（月曜・火曜日が午前１０時～午後６時。水曜・木曜日が午後８

時まで。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）
○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、祝日が午前９時～午後９時半）
○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

す。e市内在住の方で、接種日に①６５
歳以上の方②６０歳以上６５歳未満で心
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程度
の障害がある方（身体障害者手帳１級
程度の障害を有する方で、手帳の写し
が必要）g２,２００円（一人１回のみ）。
非課税世帯は有料です。生活保護受給
者などは無料ですが、受給証明書の提
出または中国残留邦人等
本人確認証の提示が必要
です▼実施医療機関　左
表の通り。　※近隣市（西
東京市・小平市・東村山
市・清瀬市）に限り、協
定により市内の医療機関と同様に取り
扱います（１２月２８日〈金〉まで。ただ
し、西東京市は２５年１月３１日〈木〉ま
で）。i近隣市で接種を受ける際は東久
留米市の予診票が必要です。予診票は
市内の委託医療機関窓口のほか、市役
所１階総合案内窓口、上の原・ひばり
が丘・滝山の各連絡所、わくわく健康
プラザ内健康課予防係で配布していま

すl同係緯４７７・００３０
１歳６カ月児健康診査
　a１１月１日（木）午後零時半～１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２３
年３月２４日～４月２０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歳児健康診査
　a１０月２５日（木）午後零時半～１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２１
年９月２５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
食事相談・健康相談
　a１０月２３日（火）が午前９時半～１１
時半、１１月２日（金）が午後１時半～
３時半bわくわく健康プラザc血糖・
コレステロール・中性脂肪・血圧・そ
の他、乳幼児～高齢者の食事や健康に
関する個別相談。体組成（体脂肪率や
筋肉率など）の測定kl電話で健康課
保健サービス係緯４７７・００２２へ

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・紙パック類
…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）

高齢者に対する
インフルエンザ予防接種
　予防接種法に基づきインフルエンザ
予防接種（本人負担あり）を実施します。
ただし、接種を受けることは義務では
ありません。本人が希望する場合に限

り接種を行います。接種を受ける際は、
年齢・住所が確認できる健康保険証な
どを持参の上、下表の実施医療機関で
配布する説明書を必ず読んでから接種
してください。
　a実施期間は１０月１５日（月）～２５年
１月３１日（木）。ただし、日曜日、祝日、
医療機関の休診日を除く。　※実施期
間は前記の通りですが、効果の面から
は年内に接種すべきと考えられていま

【 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））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。

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）
　１０月２１日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　１０月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）
　【歯科】
　１０月２１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）
　１０月２１日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　１０月２８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）

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。保険
証がないと自費料金になります。

１０
土金木水火月日
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１１３３１２１１１０９８８７７
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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

人口と世帯＜平成２４年１０月１日現在＞　人口１１５,８２２人（うち外国人１,５５７人）／前月比２７減
男５７,０４１人／前月比２７減　女５８,７８１人／前月比増減無し　世帯数５１,３１３／前月比１２減

１１
土金木水火月日

３３２１

１１００９８７６５４４

１１７７１６１５１４１３１２１１１１

２２４４２２３３２２２１２０１９１１８８

３０２９２８２７２６２２５５

高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関(東久留米市）
電話番号所　　在　　地医　　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
４７７・５８５６大門町１－１－２４武田クリニック
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
４７３・５５９６東本町５－１初谷整形外科クリニック
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
４７０・９１７７新川町１－９－２２福山内科クリニック
４７７・００７１新川町２－２－２２東久留米クリニック
４２１・８１３８浅間町２－２６－１９尾崎医院
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
４７２・８７０９本町１－１－１１清水胃腸科内科
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
４７５・０６１０本町３－１－１子田整形外科
４７６・４１００本町３－１－９古谷消化器科・内科
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
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
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
４７０・９５１１前沢５－２４－２３島田整形外科
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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老化予防を目指して
若さを保つ！ 元気食教室
　いつも同じ献立だったり、一日２食
になったりしていませんか。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伝えます。
　a全２回。１１月１２日（月）が午前１０
時～午後零時半（会食あり）、１１月２６日
（月）が午前１０時～正午b市役所６階
６０２会議室c①老化予防の食事や簡単
で栄養のある料理方法についての講義
（調理実習はありません）②会食など
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。　※２日間通して参
加できる方に限ります。f先着１５人
g６５０円（１１月１２日の会食代）i糖尿病・
脂質異常症・高尿酸血症などで、医師
の食事制限指示がある方は参加できま
せんk１０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

特定健康診査、後期高齢者健康診
査を受けていない方へ
　主に生活習慣病予防（メタボリック
シンドロームの予防）のための健診を
６月～１０月に実施しています。このた
び、まだ健診を受けていない、以下に
該当する方を対象として、１１月に市内
指定医療機関で健診を実施します。
　e①すでに市から受診券が送付され
たが該当月に受診できなかった方（以
前送付された受診券は使用できません
ので、ご注意く
ださい）②２４年
４月１日～８月
３１日に新たに、
東久留米市国民
健康保険（昭和
１２年１２月～４８年
３月生まれの
方）・後期高齢者
医療保険に加入
した方、および他市から転入した方
k１０月２３日（火）までに電話（４７７・００１３）
またはファクス（４７７・００３３）で、住
所・氏名・生年月日・電話番号を健康
課特定健診係へお知らせくださいl同
係

 

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。
 

　☆折り紙教室＝a１０月１６日（火）午
後３時～４時半e幼児～中学生d大泉
光子氏
　☆幼児のつどい＝ae１８日（木）午
前１０時半～１１時半が３・４歳児。２５日
（木）午前１０時半～１１時１５分が２歳児。
cいずれも「ハロウィーン」
　☆ひよこタイム＝ac２３日（火）午
前１１時～１１時２０分が「手遊び、わらべ歌、
絵本など」、１１時２０分～正午が「触れ合
いタイム」e零歳～２歳児
　☆ハロウィーンパーティー＝a２８日
（日）午後１時～５時c作った衣装を
着て滝山商店街を歩こう。ファッショ
ンショーなどe小・中学生とその保護
者i２８日（日）午
前は通常開館、
午後は同パーテ
ィーのため５時
まで閉館します
k１０月２１日（日）
午後５時まで申
し込み受け付け
中
 

　☆おはなしタイム＝a１０月１５日（月）
午前１０時半からc絵本の読み聞かせ、
手遊び、手袋人形e３歳児
　☆ぽかぽかタイム＝ae１７日（水）
午前１０時半からが零歳児、午前１１時か
らが１歳児cわらべ歌遊びd原悠子氏
　☆囲碁の日＝a１７日・２４日のいずれ
も水曜日、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「ハロ
ウィーンごっこ」、２５日が「ミニシアタ
ー」。いずれも木曜日、午前１０時半から
e幼児
　☆ハッピータイム＝a１１月２日（金）
午前１０時半からc親子ヨガe零歳児と
その保護者f１０組d中島真美氏k１０月
１９日（金）午前９時半から申し込み受
け付け（電話可）
 

　☆トランポリンの日＝a１０月１７日
（水）午後２時からe小・中学生j跳
びやすい服装でご参加を
　☆幼児のつどい＝ac①１８日（木）
午前１０時半～１１時半が「ＤＶＤ鑑賞会」
②２５日（木）が「お散歩遠足パート２」。
南沢水辺公園。現地に午前１０時５０分集
合、午後零時１５分解散予定（雨天の場
合は室内遊び）。弁当、水筒、おやつ、
敷物を持参e幼児
　☆工作の日＝a２４日（水）・２５日（木）
午後２時からc皮工作。キーホルダー
作りe小・中学生k当日午後４時まで

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

受け付け
　☆将棋教室＝a２４日（水）午後３時
からe小・中学生d東久留米将棋研究
会
　☆赤ちゃんとニコニコタイム＝a２６
日（金）午前１０時半～１１時c絵本の読
み聞かせやわらべ歌、子育ての情報交
換などe零歳児とその保護者
 

　☆おはなしの日＝a１０月１６日・２３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e幼児
dみくりおはなしの会
　☆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」。定員先着２５組。講師は渡辺直子氏。
オイル代２００円（当日集金）。バスタオル、
おむつ、飲み物持参。１０月１７日（水）
午前９時から申し込み受け付け（電話
可）。①②のいずれも水曜日、午前１０時
半～１１時半e零歳児とその保護者
　☆幼児のつどい＝ace１８日が「１０
月誕生会＆ミニシアター」。３・４歳児。
２５日が「親子でミュージックダンス」。
１歳～４歳児。いずれも木曜日、午前
１０時半から。動きやすい服装でご参加
を。協力は更生保護女性会。
　☆いも掘りへ行こう＝a２１日（日）
午前１０時半からb並木農園（神宝町２
－６－３２）cサツマイモ堀りe幼児と
その保護者f親子５０組g親子１組４００
円（２株分）j雨天時は２８日（日）に
延期k申し込み受け付け中（電話不可）。
参加費を添えて直接同館へ
 

　☆お話わらべうた＝a１０月１５日・２９
日のいずれも月曜日、午前１１時からc
紙芝居、絵本の読み聞かせ、親子でわ
らべ歌e乳幼
児
　☆ぴよぴよ
ママの会＝
a１７日（水）午
前１０時～１１時
半c助産師に
よる体重測定、
育児相談など
e零歳児とそ
の保護者j保
育あり。定員３人。一週間前～前日に
申し込みを
　☆おはなしの日＝a１７日（水）午後
３時半～４時e幼児～小学校低学年d
水曜おはなし会k当日受け付け
　☆幼児のつどい＝a１８日（木）午前
１０時半からc芋堀りeうさぎ（１・２
歳児）、あひる（３・４歳児）合同g１５０
円j雨天の場合は２５日（木）の「作っ
てあそぼう」と入れ替えますk受け付
け中（電話不可）
　☆工作の日＝a２１日（日）午前９時
～午後４時cプラバンを作ろうe小学
生f先着３０人k当日受け付け

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
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　図書館では、独立行政法人科学技術振興
機構による科学技術コミュニケーション推
進事業の活動実施支援を受けて、中学・高
校生の研究発表と、科学の本との出会いの
事業を実施します。子どもから大人まで、

多くの皆さんの参加をお待ちしています。
　a１１月４日（日）午後１時～４時b中央
図書館視聴覚ホールc講演とセッション
（集会）d理系漫画家・はやのん、さかさ
パンダ、稲山ますみ、吉田のりまきの各氏
　※１１月５日（月）～１１日（日）の午前１０
時～午後５時は、「展示と読書コーナー」を
開設します。k当日直接会場へl同館緯
４７５・４６４６
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３３２１

１１００９８７６５４４

１１７７１６１５１４１３１２１１１１

２２４４２２３３２２２１２０１９１１８８

３０２９２８２７２６２２５５

図書館DEサイエン図書館DEサイエンスス
理系漫画家・はやのんさ理系漫画家・はやのんさんん
がやってくるがやってくる！！

Ｑ．住宅トラブルについて専門家に
相談できる窓口がありますか
Ａ．「新築住宅を購入したのに雨漏り
があり、原因がつかめない」「リフォ
ーム業者の見積もりは適切なのか」
「住宅のリフォーム工事でトラブル
になって困っている」といった、住
まいに関する相談を受ける窓口とし
て、国土交通大臣から指定を受けた
専門の窓口がありますので、ご紹介
します。
▼住まいるダイヤル緯０５７０・０１６・
１００（受付時間は土曜・日曜日、祝日
を除く、午前１０時～午後５時）
▼公益財団法人住宅リフォーム・紛
争処理支援センターホームページ
（http://www.chord.or.jp/）
　「住まいるダイヤル」では、新築住
宅、中古住宅、住宅リフォームを問
わず、住宅全般について、一級建築
士などの資格を持った住宅の専門家
のアドバイスが受けられます。基本
的に相談は電話で行い、無料です。
例えば、次のような相談を受けてい
ます。
　①住宅に不具合があったり、 瑕  疵 

か し

のあることが疑われる場合、その想
定される原因、調査方法などについ
て答えてくれます。また、事業者に

修繕、損害賠償などを求めていく場
合、何をすべきかについてアドバイ
スしてくれます
　②住宅に関する法制度や助成制度
などについて教えてもらえます
　③リフォーム工事の見積もりに関
する質問や相談を受けています（リ
フォーム見積もりチェックサービ
ス）
　④リフォームのトラブルなどにつ
いて相談することができます。必要
であれば弁護士、建築士による対面
相談も可能となります（無料）
　「住まいるダイヤル」は、住宅に関
する知識を教えてくれたり、自主交
渉する際のアドバイスが主ですが、
購入した住宅が評価住宅や保険付き
住宅であれば、申請手数料１万円で、
弁護士会での調停などの紛争処理手
続きが利用できます。詳細は「住ま
いるダイヤル」に電話、またはホー
ムページをご確認ください。
　市でも毎月第２木曜日には、市役
所１階屋内ひろばで、住宅あっせん
協議会による住宅増改築相談（リフ
ォームなど）を行っていますので、
直接相談することができます。また、
随時電話などによる紹介も行ってい
ます。詳しくは産業振興課労政商工
係（市役所６階）緯４７０・７７４３へ。
《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・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
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でくださいg１人５００円kl１０月２７日
（土）までに、同連盟・有田緯４７７・
３０２７へ
わくわくウオーク！
～市内のおすすめポイントめぐり〔秋〕～
　「これから
ウオーキング
を始めたいの
で、効果的な
歩き方を知り
たい」「歩く仲
間を作りた
い」など考え
ている方。健
康づくりの第一歩として、一緒に歩い
てみませんか。
　a１１月９日（金）午前９時１５分～正午。
集合場所は南部地域センター講習室c
初心者向け。約４kmの市内ウオーキン
グ（竹林公園・たての緑地コース）。小
雨決行。天候により中止の可能性あり
hタオル、飲み物、歩数計（お持ちの
方）j歩きやすい服装と靴でご参加を
k１０月１５日（月）～１１月８日（木）に、
電話で健康課保健サービス係・健康づ
くり推進部会緯４７７・００２２へ
 

生涯学習センター
クラシックコンサート新人演奏家・
出演者募集
「みんなのクラシックコンサート」に
おいて、将来プロの演奏家を目指す若
手演奏家の出演者を募集します。
　a公演日は２５年３月２日（土）b生
涯学習センターホール▼部門　ピア
ノ・声楽・管弦打楽器▼応募資格　東
久留米市近郊在住で３０歳以下の方（声
楽は３５歳以下）、音楽大学・教育大学な
どの音楽科の学生・卒業生または同等
の技量を持つ方。ピアノ・管弦打楽器
は中学・高校生でも可（ただし、コン
クール受賞歴など、実績のある方のみ）
g無料k生涯学習センターで配布中の
応募要項をご覧の上、１０月３１日（水）
までに（必着）、申し込みをl生涯学習
センター緯４７３・７８１１
生涯学習センター
上水用揚水ポンプ改修工事に伴い
臨時休館します
　生涯学習センター内のポンプ本体の
劣化、腐食が著しいため、改修工事を
実施します。これに伴い同センターを
臨時休館します。ご不便をお掛けしま
すが、ご理解とご協力をお願いします。
　a工事期間は２５年２月２５日（月）・２６
日（火）の２日間l生涯学習課緯４７０・
７７８４または同センター緯４７３・７８１１
新年行事学習体験教室
～東久留米市文化芸術創造のまち実行
委員会主催
　新しい年を迎えるための新年飾りの
制作や新年花の実技、お抹茶の頂き方
と立ち居振る舞い、古典遊戯である 投 

とう

 扇 を体験します。２４年度文化庁文化芸
せん

術振興費（文化遺産を生かした観光振
興・地域活性化）補助金事業。
　a１２月２７日（木）午前１０時～午後３
時半b創美流華道會館（前沢五丁目）
e小学１年生以上f１５人（応募者多数
の場合は抽選）g２,０００円（花・茶菓代
など）hエプロン、花を持ち帰る包み紙、
布巾、腰ひも、白い靴下、筆記用具、
弁当、水筒k１１月１５日（木）までにフ
ァクス（４７１・１６１６）または電子メー
ル（soubi@car.ocn.ne.jp）で同館へl渡
辺緯４７１・４０２２（代）

 

自由学園　創立９０周年記念
美術工芸教育発表会
～幼児から大学生まで
　　生活が育む　感性の彩り～
　作品展示のほか、「自由学園の感性教
育」と題した報告と講演、美術教育の
歴史などにも触れ、自由学園の美術工
芸教育の成果を総合的に発表します。
武蔵野の自然に恵まれたキャンパスや、
 趣 のある東京都選定歴史的建造物も、
おもむき

この機会に、ぜひご覧ください。
　a１１月１６日（金）～１８日（日）午前
９時半～午後４時半（最終日は４時ま
で）　 ※終了時間の１時間前までに入
場ください。b自由学園（学園町一丁
目）g無料i車での来場、ペットを連
れての入場はご遠慮くださいk当日、
同学園正門内の受け付けへl同学園緯
４２２・３１１１（代）
裁判所の調停委員による
無料調停相談会
　調停の利用の仕方、手続き、費用そ
の他調停全般に加え、土地建物・借入
債務・過払い返還・交通事故などの
「民事上の争い」、夫婦関係・親子・扶
養・相続などの「家庭内や親族間の争
い」について、弁護士委員を含む裁判
所の調停委員が、秘密厳守で相談に応
じます。
　a１０月２７日（土）午前１０時～午後３
時半b西武百貨店池袋本店７階「くら
しの相談コーナー」g無料k予約不要。
当日直接会場へl東京家事調停協会緯
０３・３５０２・８８２２
都立久留米特別支援学校
野火止祭のお知らせ
　a１０月２７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）c舞台発
表を中心とした表現活動の発表l同
校・副校長緯４７１・０５０２

ガ イ ド

 

 
　☆なかよし広場＝a１０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e零歳～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」＝a１０月２４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

 
　☆なかよし広場＝a１０月２３日（火）
午前１０時～１１時半b第六小学校c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e零歳～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
　☆赤ちゃん広場＝a１１月１日（木）
午前１０時～１１時cスタッフが体重測定
や育児相談を受けます。ママ友達を作
り、たくさんおしゃべりをして、スト
レス解消しましょうe零歳児とその保
護者hバスタオルk当日直接会場へ
◎ほっとファミリーになりませんか
「養育家庭体験発表会」
　都では、いろいろな理由で親と一緒
に暮らすことのできない子どもたちを
一定期間（１カ月以上）家庭に迎えて、
家族と一緒に暮らし、養育を推進して
います。市では、より多くの市民の皆
さんにこの制度を知っていただくため、
都との共催で養育家庭体験発表会を開
催します。地域での子育てや、福祉・
教育に関心のある方の参加をお待ちし
ています。
　a１１月１３日（火）午前１０時～正午b
市民プラザホールf４０人g無料kl
子ども家庭支援センター緯４７１・０９１０
へ

 
秋は図書館に行こう！
　下記のイベント期間中、市立図書館
では児童向けに「読書チャンピオン・
キャンペーン」を行います。また、中
央図書館２階で楽しい展示もしていま
す。ぜひ来館ください。
①１０月２７日（土）～１１月１１日（日）は
「東久留米市子ども読書週間」（子ども
向け行事）
　いずれも参加費
は無料。当日直接会
場へ。
　◎工作会＝a１０
月２４日（水）午後３
時からb南部地域
センター２階和室c木の実のケーキを
作ろう
　◎紙芝居スペシャル＝a１０月２８日
（日）午後２時と２時４０分の２回b中
央図書館１階おはなし室
　◎紙芝居劇場＝ae１１月７日（水）
午前１１時からが幼児、午後３時半から
が小学生b滝山児童館集会室
　◎よもう！あそぼう！かがくの本＝
a１１月８日（木）午後３時半からb中
央図書館視聴覚ホールc「OTOTOTO
～おとのつながり」

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

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

②大人を対象とした、子どもと読書に
関する講座
　◎絵本講座＝a１１月６日（火）午前
１０時半からb中央図書館２階大集会室
c学校などで絵本の読み聞かせをして
いる方、絵本が好きな方に、季節のお
勧めの絵本や話題の絵本を図書館員が
紹介します。気軽にご参加ください。
講座終了後、情報交換会を予定してい
ます
　i地区館には駐車場はありませんl
中央緯４７５・４６４６、滝山緯４７１・７２１６、
ひばりが丘緯４６３・３９９６、東部緯４７０・
８０２２の各図書館

 
東久留米
クライミングフェスティバル
　スポーツ祭東京２０１３の一年前周知
事業として、クライミングフェスティ
バルを行います。クライミングにチャ
レンジしてみませんか。
　a１０月２１日（日）正午～午後４時b
スポーツセンター第一体育室c詳細は
今号４面掲載の「スポーツ祭東京２０１３
（第６８回国民体育大会）」シリーズ云を
ご覧くださいeクライミング体験は小
学生以上の方g無料k当日直接会場へ
lスポーツ祭東京２０１３東久留米市実
行委員会事務局緯４７０・７８４５
ジュニアクライミング体験教室
～市体育協会主催
　a１０月２７日（土）午後４時４０分～６
時半bスポーツセンターe小・中学生
d市山岳連盟クライミング部g無料k
当日直接会場へl同協会事務局緯４７０・
２７２２
初心者クライミング教室
　スポーツ祭東京２０１３（東京国体）の
山岳競技（クライミング）が、来年１０
月にスポーツセンターで開催されます。
市民の皆さんもクライミングを体験し
てみませんか。
　a３回コース。
１１月１６日（金）・２２
日（木）・３０日（金）、
午後７時～９時b
スポーツセンター
e市内在住・在勤・
在学で中学生以上
の方（中学生は保護者同伴）f２０人
（応募者多数の場合は抽選）d市山岳
連盟g２,４００円（施設使用料、保険料な
ど）k１０月２９日（月）までに（消印有
効）、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
務先または学校名を記入の上（返信用
にも住所・氏名を書いて）、〒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４０回
市民ソフトバレーボール大会
～市ソフトバレーボール連盟主催
　a１１月２５日（日）bスポーツセンタ
ーe市内在住・在勤・在学で中学生以
上の方 kl詳細は要項、同連盟ホーム
ページ（http://sky.ap.teacup.com/hs
vf/）または及川緯０９０・８１０８・７７５１へ
市民オープンソフトテニス大会
～市ソフトテニス連盟主催
　初心者から上級者まで楽しめる団
体戦を行います。気軽にご参加くださ
い。
　a１１月４日（日）午前８時半開会。
予備日は１１日（日）b市立テニスコー
ト▼参加方法　１人単位で申し込ん


