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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
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○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
　（午前１０時～午後５時。休館日は金曜日、第３火曜日、年末年始と特別整理期間）

○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

【 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））

らくらく離乳食
　▼日時　１月２５日（水）午後１時半～３
時半▼会場　生涯学習センター▼内容　試
食のみ▼対象　生後６カ月～１２カ月児の保
護者▼定員　先着２０人。対象児の保育あり
▼持ち物　エプロン、三角巾、布巾２枚、
台布巾、保育に必要なもの◆申し込みと詳
しくは１月１０日（火）から電話で健康課保
健サービス係緯４７７・００２２へ
１月のプレ・パパ
ママクラス
　◎小児科医・助産師
の話＝１０日（火）午後
１時～４時
　◎プレママ・クッキ
ング＝１７日（火）午前９時半～午後２時。
妊娠中の栄養やバランスの良い食事を調理
しながら学びませんか。食材費５００円
　◎妊婦疑似体験・もく浴実習＝２４日（火）
午後１時～４時
　◎妊婦歯科健診＝３１日（火）午後１時半
から。健診とブラッシングなど
　▼対象　妊娠１６週以降の方とその夫▼会
場　わくわく健康プラザ◆申し込みと詳し
くは電話で健康課保健サービス係緯４７７・
００２２へ　※４回で１コース。ただし１回の

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）
　１月８日・９日・１５日・２２日・２９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】
　１月８日・９日・１５日・２２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）
　１月８日・１５日・２９日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　１月９日・２２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）

みの参加も可。
育児相談
　▼日時　１月２０日（金）午前９時半～午
後２時▼会場　わくわく健康プラザ▼内容
　育児の相談・体重測定▼対象　乳幼児と
その保護者◆申し込みと詳しくは電話で健
康課保健サービス係緯４７７・００２２へ
はじめてのはみがきレッスン
“歯っぴーベイビー”
　▼日時　１月１７日（火）午後１時～２時
半▼会場　わくわく健康プラザ▼内容　赤
ちゃんの歯の手入れ方法や歯みがきの始め
方、虫歯予防について▼対象　満８カ月～
１０カ月児とその保護者▼定員　先着１５組◆
申し込みと詳しくは１月１０日（火）から電
話で健康課保健サービス係緯４７７・００２２へ
２歳児歯科健診
　▼日時　１月１８日（水）午前９時１５分～
１０時１５分受け付け▼会場　わくわく健康プ
ラザ▼内容　歯科健診、ブラッシングなど
▼対象　２１年１２月生まれの幼児◆当日直接
会場へ
　詳しくは健康課保健サービス係緯４７７・
００２２へ。

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。

〈今月の月間・週間案内〉　 血栓予防月間、防災とボランティア週間（15日～21日）、全国学校給食週間（24日～30日）、とんちの日（９日）、禁酒の日（16日）、タウン情報の日（29日）

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）

１月９日（成人の日）のごみ収集は
　１月９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。
　詳しくはごみ対策課緯４７３・２１１７（粗大ごみの申し込みは緯４７３・２１１８）へ。
　※電話番号をお確かめの上、お掛け願います。

骨粗しょう症検診
　▼対象　市内在住で、２４年３月３１日まで
に、２０歳・２５歳・３０歳・３５歳・４０歳・４５歳・
５０歳・５５歳・６０歳・６５歳になる女性（下表
を参考にしてください）。ただし、骨粗しょ
う症で治療中の方、または妊娠の可能性の
ある方はご遠慮ください▼日時　２月１７日
（金）午前９時～午後４時（予定）▼会場
　わくわく健康プラザ▼定員　先着１７０人
▼検診内容　身体計測、骨密度測定（検診
の結果、健康相談が必要と思われる方に、
個別相談を行います）▼費用　５００円（生活
保護受給者、中国残留邦人等支援給付対象
者は無料。ただし生活保護受給証明書の提
出、または中国残留邦人等本人確認証の提
示が必要）◆申し込みは１月１７日（火）ま
でに（消印有効）、一人１枚のはがき（封書
でも可。往復はがきではありません）に①
「骨粗しょう症検診希望」②住所③氏名（ふ
りがな）④生年月日⑤年齢⑥電話番号⑦「午

前・午後」の希望（いずれでもよい場合は
その旨を書いてください）を記入の上、〒
２０３－００３３、滝山４－３－１４、わくわく健
康プラザ内、健康課特定健診係あて郵送を
（１月７日〈土〉から電子申請でも受け付
けます）　 ※先着順です。応募者多数の場
合は、受診できない場合もありますので、
ご了承ください。受診決定者に対しては２
月８日（水）までにご連絡します。受診で
きない方へは１月２３日（月）までにご連絡
します。
　詳しくは健康課特定健診係緯４７７・００１３
へ。
４カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　▼日時　１月１９日（木）午後零時半～１
時半受け付け。６カ月未満児でＢＣＧ予防
接種のみの方は午後１時半～２時４５分受け
付け▼会場　わくわく健康プラザ▼対象　
２３年８月２６日～９月２２日生まれの乳児◆当
日直接会場へ
　詳しくは健康課保健サービス係緯４７７・
００２２へ。
１歳６カ月児健康診査
　▼日時　１月２６日
（木）午後零時半～１
時半受け付け▼会場　
わくわく健康プラザ▼
対象　２２年６月３日～
６月２３日生まれの幼児
◆当日直接会場へ
　詳しくは健康課保健サービス係緯４７７・
００２２へ。
３歳児健康診査
　▼日時・対象　①１月１２日が２０年１２月４
日～１２月２４日生まれの幼児②２月２日が２０
年１２月２５日～２１年１月１６日生まれの幼児。
いずれも木曜日午後零時半～１時半受け付
け▼会場　わくわく健康プラザ◆当日直接
会場へ
　詳しくは健康課保健サービス係緯４７７・
００２２へ。

骨粗しょう症検診の対象年齢（女性のみ）
生年月日年齢

平成３年４月１日～平成４年３月３１日２０歳

昭和６１年４月１日～昭和６２年３月３１日２５歳

昭和５６年４月１日～昭和５７年３月３１日３０歳

昭和５１年４月１日～昭和５２年３月３１日３５歳

昭和４６年４月１日～昭和４７年３月３１日４０歳

昭和４１年４月１日～昭和４２年３月３１日４５歳

昭和３６年４月１日～昭和３７年３月３１日５０歳

昭和３１年４月１日～昭和３２年３月３１日５５歳

昭和２６年４月１日～昭和２７年３月３１日６０歳

昭和２１年４月１日～昭和２２年３月３１日６５歳
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から。水曜おはなし会。小学生。当日受け
付け。
　☆ひばＣＡＦＥ＝２０日（金）午前１０時半
～１１時半。助産師の坂本深雪氏と一緒に、
おやつを食べながら気軽にお話しましょう。
乳幼児とその保護者。
　☆すくすく広場＝２５日（水）午前１０時～
１１時半。ひばり保育園栄養士による離乳食
講座。先着１５人。零歳児とその保護者。子
どものコップ・皿・スプーンを持参。　※１
月１６日（月）午前９時から受け付け（電話
可）。
 

 

　☆わくわく赤ちゃん広場＝「ねんねの会」
が１月１１日・２月１日、いずれも水曜日午
前１０時～１１時半、６カ月未満児とその保護
者。▼「はいはいの会」が１月２５日（水）
午前１０時～１１時半、６カ月～１２カ月児とそ
の保護者。いずれも子ども家庭支援センタ
ーで。バスタオル持参。当日直接会場へ。　
※保育あり（先着３人。予約制）。
　☆手作り布おもちゃの会＝１月１７日（火）
午前１０時～正午、子ども家庭支援センター
で。布のおもちゃを作ります。乳幼児とそ
の保護者。裁縫箱・はさみ持参。　※保育は
ありません。申し込みは１月１６日（月）ま
でに同センターへ。
　☆なかよし広場＝１月２０日（金）午前１０
時～１１時半。第十小学校で。零歳～５歳児
とその保護者。育児の情報交換やしつけの
話、地域のボランティアと一緒に遊びまし
ょう。スリッパ持参。当日直接会場へ徒歩
か自転車で来場を。
 

　☆上の原樺赤ちゃん広場＝２月２日（木）
午前１０時～１１時、センター上の原乳児室で。
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。体重測定や育
児相談を受けます。零歳児とその保護者。
バスタオル持参。当日直接会場へ。
　☆なかよし広場＝１月１０日・２４日が第六
小学校で。１月１７日が第一小学校で。いず
れも火曜日午前１０時～１１時半。零歳～５歳
児とその保護者。育児の情報交換やしつけ
の話、地域のボランティアと一緒に遊びま
しょう。スリッパ持参。当日直接会場へ徒
歩か自転車で来場を。
　☆ちびっこ育児講座＝１月１２日（木）午
前１０時～１１時半、センター上の原で。１・
２歳児の遊び・生活・しつけなど、子育て
の悩みをテーマに話し合います。ひとりで
悩まず一緒に考え
ましょう。１・２
歳児とその保護者、
先着１０組（要予約）。
保育あり。申し込
み（受け付け中）
は同センターへ。
　☆休館日のお知
らせ＝１月１９日（木）は館内整備のため、
休館します。

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

込み受け付け（電話不可）。
　☆臨時閉館のお知らせ＝２８日（土）午前
中は、餅つき準備のため閉館します。
 

　☆幼児のつどい＝１月１２日が「お正月遊
び」、１９日が「新聞紙遊び」、２６日が「忍者
ごっこ」。いずれも木曜日午前１０時半～１１時
半。幼児。動きやすい服装で。
　☆工作の日＝１２日（木）・１３日（金）午後
２時から。レインボースティック（くるく
る回すと、きれいにふくらむおもちゃ）を
作ろう。小・中学生。
当日午後４時まで受
け付け。
　☆もちつき大会＝
２１日（土）午後１時
半から。幼児（保護者同伴）～中学生、２００
人。　※参加整理券（無料）を配布中。
　☆将棋教室＝２５日（水）午後３時から。
指導は東久留米市将棋研究会。
　☆赤ちゃんとニコニコタイム＝２７日（金）
午前１０時半～１１時。絵本の読み聞かせ、わ
らべ歌、子育ての情報交換など。零歳児と
その保護者。
　☆臨時閉館のお知らせ＝２１日（土）午前
中は、もちつき大会準備のため閉館します。
 

　☆おはなしの日＝１月１０日・１７日・２４日、
いずれも火曜日午前１１時～１１時半。絵本の
読み聞かせ・手遊びなど。幼児。
　☆赤ちゃんひろば＝１１日が「助産師によ
る体重測定・育児相談」、１８日が「親子のコ
ミュニケーションワークとティータイム
（飲み物持参）」、２５日が「ベビーマッサー
ジ（先着２５組）」。いずれも水曜日午前１０時
～正午。みんなで楽しく交流しませんか。
零歳児とその保護者。　※ベビーマッサー
ジは、１月１８日（水）午前９時から受け付
け（電話可）。オイル代２００円。
　☆幼児のつどい＝１２日（木）が「お正月
遊び」（３・４歳児）午前１０時半～１１時半、
１９日（木）が「お正月遊び」（１・２歳児）、
午前１０時１５分～１１時１５分、２６日（木）が「西
武鉄道の電車ごっこ」（１歳～４歳児合同）、
午前１０時半～１１時半。
　☆もちつき会＝２１日（土）午後１時半～
３時。幼児（保護者同伴）～高校生、２００人。
靴袋・おわん・はし・お餅用の皿持参。　※
１月７日（土）午前１０時から参加券（無料）
を配布します。
　☆将棋の日＝２５日（水）午後３時から。
協力は五角探求会。小学生以上。
　☆臨時閉館のお知らせ＝２１日（土）午前
中は、もちつき会準備のため閉館します。
 

　☆幼児のつどい＝１月１２日（木）が「お
正月遊び」、１９日（木）が「お店屋さん準
備」。いずれも午前１０時からがうさぎ、午前
１１時からがあひる。２６日（木）が「お店屋
さんごっこ」、午前１０時半から。合同。
　☆ぴよぴよママの会＝１８日（水）午前１０
時～１１時半。助産師による体重測定、育児
相談など。零歳児とその保護者。
　☆おはなしの日＝１８日（水）午後３時半

（ ）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

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り
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子ども相談
　▼日時　１月１７日（火）・２５日（水）、い
すれも午前９時半～午後３時▼会場　わく
わく健康プラザ▼内容　お子さんの成長や
発達、言葉、接し方、育児疲れなどの相談
を心理相談員がお受けします▼対象　幼児
と保護者◆申し込みと詳しくは電話で健康
課保健サービス係緯４７７・００２２へ
食事相談・健康相談
　▼日時　１月２４日（火）午前９時半～１１
時半▼会場　わくわく健康プラザ▼内容　
血糖・コレステロール・中性脂肪・血圧な
ど、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◆申し込みと詳しくは電話で健康課
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。
 
　
　☆幼児のつどい＝１月１２日（木）が「お
正月遊び」（３・４歳児）、午前１０時半～１１
時半。１９日（木）が「お正月遊び」（２歳
児）、午前１０時半～１１時１５分。２６日（木）が
「節分遊び」（３・４歳児）、午前１０時半～
１１時半。
　☆将棋教室＝１４日（土）午前１０時～１１時
５０分。初めての方もどうぞ。小学生～高校
生。指導は中井孝雄氏。
　☆絵本だいすき＝２０日（金）午前１１時～
１１時２０分。絵本の読み聞かせなど。３歳前

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

後の幼児。指導は中林のり子氏、渡辺和子
氏。
　☆もちつき会＝２２日（日）午前１０時～正
午。餅つき体験・実食・お正月遊び。幼児
（保護者同伴）～大人（地域の方）、５００人。
おわん・はしを持参。※１月８日（日）午
前９時から整理券（４歳児～高校生は無料、
大人１００円）を頒布します。
　☆冬のおはなし会＝２９日（日）午後２時
からが幼児、２時半からが小学生、３時半
からが中学生以上。当日受け付け。
　☆臨時閉館のお知らせ＝２２日（日）は、
通常の利用はできません。
 

　☆新年お楽しみ会＝１月１１日（水）午後
３時から。お正月遊び、おしるこパーティ
ー。小・中学生。
　☆幼児のつどい＝１２日が「お正月遊び」、
１９日が「忍者ごっこ」、２６日が「ミニシアタ
ー」。いずれも木曜日午前１０時半から。幼児。
　☆おもちつき＝２８日（土）午後１時半～
３時。幼児（保護者同
伴）～中学生、先着２００
人。　※１月１４日（土）
午前９時半から参加整
理券（無料）を配布し
ます。
　☆ハッピータイム＝２月１日（水）午前
１０時半から。ベビーマッサージ。零歳児
（ハイハイ前）、７組。講師は小山那智氏。
※１月１８日（水）午前９時半から申し込み
受け付け（電話可）。初めての方優先。
　☆折り紙教室＝２月４日（土）午前９時
半～１１時５０分。バレンタインボックスを作
ろう。講師は本多秀子氏。小・中学生、１５
人。　※１月２１日（土）午前９時半から申し

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

1
土金木水火月日

７７６５４３２２１１

１１４４１３１２１１１０９９８８

２２１１２０１９１８１７１６１１５５

２２８８２７２６２５２４２３２２２２

３１３０２２９９

2
土金木水火月日

４４３２１

１１１１１０９８７６５５

１１８８１７１６１５１４１３１１２２

２２５５２４２３２２２１２０１１９９

２９２８２７２２６６

　磁石の特性を学び、電磁石を使ったモーターを
作ります。
　▼日時　１月２８日（土）午後２時～４時▼会場
　わくわく健康プラザ▼対象・定員　市内在住ま

ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロクククククククククククククククククククククククククククククククククトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト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君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君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まままままままままままままままままままままままままままままままままちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちち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やややややややややややややややややややややややややややややややややっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっってててててててててててててててててててててててててててててててててくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくロクトが君のまちにやってく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る
「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「モモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモモ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タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ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くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみををををををををををををををををををををををををををををををををを知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知ろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろ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「モーターのしくみを知ろう」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」

たは在学の小・中学生３０人（小学３年生以下は保
護者同伴）▼参加費　無料　※この事業は、独立
行政法人科学技術振興機構の助成により行います。
◆申し込みは１月２０日（金）までに（必着）、はが
きに「モーターのしくみを知ろう」と明記し、氏
名（ふりがな）・住所・学校名・学年・年齢・電話
番号を記入の上、〒１８８－００１４、西東京市芝久保
町５－１０－６４、多摩六都科学館あて郵送を（応募
者多数の場合は抽選し、結果を全員に送付します）
　詳しくは同科学館緯４６９・６１００へ。

未来の科学者たち集まれ！

№１４０　悪性黒色腫（こくしょくしゅ）その１

②表在拡大型黒色腫
　ほくろの細胞から発生すると考えら
れ、始めわずかに隆起した色素斑から
始まり、やがて表皮が隆起し辺縁も不
整となり、色調も濃黒色となります。
③悪性黒子（こくし）型黒色腫
　日光に照射されやすい露出部に発生
し、始め褐色～黒褐色の色素斑が生じ、
やがて濃黒色になり一部硬結が出現し
ます。高齢者に多く治癒率が４病型で
最も高いと言われています。
④末端黒子型黒色腫
　日本で最も多い病型で足底（足のう
ら）に最も多く、手掌（手のひら）や
手足の爪部（そうぶ）にも発生します。
始め褐色～黒褐色の色素斑が出現し、
次第に中央部を中心として黒色調が強
くなり、やがてそこに結節や潰瘍（か
いよう）ができたりします。爪部では
黒褐色の縦のすじが出現し、１年以内
の短期間に色調が濃くなり爪体に広が
っていきます。

（東久留米医師会）

　最近、日本でも皮膚ガンが増えてい
ます。地球のはるか上空に存在するオ
ゾン層を破壊する化学物質のフロンガ
スが原因と言われ、オゾン層の破壊に
より作られた「オゾンホール」から侵
入する紫外線の量が増加し、皮膚ガン
が増えてきたと言われています。紫外
線（ＵＶ）にはＡ、Ｂ、Ｃの３種類が
存在しますが、波長が長いＵＶＡは表
皮を通過し真皮まで侵入してメラノー
マ（悪性黒色腫）の原因になります。
　ところで、ほくろやしみをガンでは
？　と心配して来院された患者さんが
よく見られます。そこで最も怖いガン
として、よく知られているメラノーマ
について説明します。メラノーマは現
在、次の４つの病型に分類されます。
①結節型黒色腫
　全身どこでも発生し、結節状で、さ
まざまな形を示し、始め褐色～黒褐色
ですが次第に濃黒色になったりします。
進行が速く最も悪性度が高い病型です。
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子シングルス◇Ｄ＝女子ダブルス◇Ｅ＝ラ
ージボール◇Ｆ＝小学生大会◇Ｇ＝中学生
大会▼競技方法　予選リーグ後、決勝トー
ナメント▼対象　市内在住・在勤・在学の
方▼参加費　一種目５００円。連盟登録者およ
び小・中学生は無料◆申し込みは１月２０日
（金）までに（必着）、はがきに住所・氏
名・電話番号、小・中学生は学校名・学年、
在勤の方は勤務先、参加希望種目を記入の
上、〒２０３－００５１、小山１－９－２、笹川
由紀子あて郵送を
　詳しくは同連盟・笹川緯４７１・１０５２へ。
 

多摩六都フェア「ぴゅあ　あーと展」
　６回目を迎える「ぴゅあ あーと展」は、
東久留米・小平・東村山・清瀬・西東京の
各市に在住・在勤・在学の障がいのある皆
さんに応募頂いた作品（絵画、工作、陶芸
など）の中から、専門家によって選考され
た作品を展示し、制作者を初日のオープニ
ングセレモニーで紹介します。同セレモニ
ーでは、プロの演奏家による「木管五重奏」
も予定しています。
　▼日時　１月１８日（水）が午後４時～６
時（オープニングセレモニーを５時から予
定）、１９日（木）・２０日（金）が午前１０時～
午後５時▼会場　市民プラザホール・市役
所１階屋内ひろば▼入場料　無料
　詳しくは企画調整課緯４７０・７７０２へ。
薬湯の日“南天の湯”
　▼期日・時間・会場　１月８日（日）、　
源の湯（東本町７－６、緯４７１・０００５）が
午後３時半～１１時、第二喜多の湯（幸町１
－５－１０、緯４７１・２４７５）が午後３時～１１
時▼備考　小学生以下は無料
　詳しくは産業振興課労政商工係緯４７０・
７７４３へ。
 

講演会「高齢者虐待に気づくために」
～早めの発見・早めの対応～
　高齢者虐待防止法が施行されてから、５
年が経過しました。高齢者虐待は表面化し
にくいと言われていますが、早めの発見・
早めの対応が図れるよう、高齢者虐待につ
いて理解を深めるための講演会を開催しま
す。高齢者虐待を未然に防ぎ、高齢者やそ
の家族が安心して暮らせるまちにしていく
ために、その背景などを学んでみませんか。
　▼日時　１月２６日（木）午後２時～４時
（受け付けは１時半から）▼会場　市民プ
ラザホール▼講師　高齢者権利擁護支援セ
ンターセンター長の川端伸子氏▼定員　先
着１００人▼参加費　無料◆当日直接会場へ
　詳しくは介護福祉課地域ケア係緯４７０・
７７５０へ。
市民交流事業「高次脳機能障害の
リハビリテーションについて」
～北多摩北部地域高次脳機能障害者支援ネ
ットワーク協議会、北多摩北部地域リハビ
リテーション支援センター共催
　頭のけがや、脳卒中などの脳の病気が原
因で、記憶・注意・遂行機能など脳の機能

に障害が起き、社会生活を送ることが困難
になった状態を「高次脳機能障害」といい
ます。見つかりにくく、外見から分からず
に誤解も受けやすいこの障害ついて、どの
ように支援したら地域で暮らしやすくなる
のか、皆さんと一緒に考えます。
　▼日時　１月２１日（土）午後１時半～４
時半（開場は午後零時４５分）▼会場　東村山
市立中央公民館（西武新宿線東村山駅から
徒歩２分）　 ※車での来場はご遠慮くださ
い。▼内容　多摩北部医療センター医師の
鴨下博氏の基調講演、支援機関の取り組み
報告など▼参加費　無料◆当日直接会場へ
　詳しくは障害福祉課緯４７０・７７４７へ。
認知症介護者家族会
　認知症の高齢者の介護の不安や心配事な
ど気軽に話しに来ませんか。対象の地域を
確認の上、担当の地域包括支援センターに、
ご連絡ください。
◎東部地域（上の原・金山町・神宝町・氷
川台・大門町・小山・東本町・新川町・浅
間町）に居住の方
　▼日時　１月１９日（木）午後１時１５分～
２時４５分▼会場　東部地域センター会議室
２▼参加費　１００円（茶菓子代など）◆申し
込みと詳しくは東部地域包括支援センター
緯４７３・９９９６へ
◎中部地域（本町・幸町・中央町・南沢・
学園町・ひばりが丘団地・南町・前沢一～
三丁目）に居住の方
　▼日時　１月１６日（月）午後１時～２時
半▼会場　中央町地
区センター第３会議
室▼参加費　１００円
（茶菓子代など）◆
申し込みと詳しくは
中部地域包括支援セ
ンター緯４７０・８１８６
へ
◎西部地域（前沢四～五丁目、滝山・野火
止・八幡町・柳窪・弥生・下里）に居住の
方
　▼日時　１月２３日（月）午後１時～２時
半▼会場　西部地域センター講習室２▼参
加費　１００円（茶菓子代など）◆申し込みと
詳しくは西部地域包括支援センター緯４７２・
０６６１へ
戦没者等の遺族の皆さんへ
　「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」が
支給されます。対象は、①平成１５年４月２
日～２３年４月１日に新たに戦傷病者等の妻
になった方②平成１５年４月１日～１８年９月
３０日に一般のけがや病気で死亡（平病死）
した戦傷病者等の妻の方です。申請は、福
祉総務課福祉政策係（市役所１階）緯４７０・
７７４１へ。
　詳しくは都福祉保健局計画課緯０３・５３２０・
４０７７へ。
アロマケア講座
「アロマ・バスでリラックス」
　冷え症や肩凝りなどを緩和する精油と入
浴法についてお話します。
　▼日時　１月２６日（木）午前１０時～正午
▼会場　南部地域センター２階講習室▼講
師　伊藤淳子氏▼参加費　８００円
　詳しくは同センター緯４５１・２０２１へ。
地域福祉権利擁護事業
生活支援員を募集します
　地域福祉権利擁護事業とは、認知症や知
的・精神の障がいがあるなど、日常生活に
おいて判断能力に不安のある方との契約に
より、福祉サービスの利用援助や日常的な
金銭管理、重要な書類の預かりなどの援助
を行う事業です。生活支援員は、利用者へ
の定期的な援助を行う担い手となります。
　応募資格は、①２０歳以上で応募時におお
むね７０歳未満の方②平日の日中に週１回、
１～２時間程度の活動が可能な方です。報

酬は、１時間９００円。選考方法は書類選考と
面接です。なお、応募に当たっては、事業
説明会に参加することが必要です。
◎事業説明会
　▼日時　①１月１８日（水）午後２時～３
時半②１月２０日（金）午前１０時～１１時半▼
会場　社会福祉協議会会議室（わくわく健
康プラザ２階）
　詳しくは同協議会権利擁護担当緯４７９・
６２９４へ。
「水彩色えんぴつ画」ほか受講者募集
　社会福祉協議会で
は、上記のほか太極
拳・コーラス・フォ
ークダンス・文学・
書道の受講者を募集
します（５５歳以上、
２月～５月）。参加費は１講座８回で６,０００
円。詳しい日程や応募方法などは、地区セ
ンターなどにある「案内」をご覧ください。
　詳しくは同協議会社協塾担当緯４７９・
５５５０（火曜・祝日休館）へ。
 

在宅栄養士研修会
　「管理栄養士」「栄養士」の資格を生かし
て、地域で活動してみませんか。
　▼日時　２月２４日（金）午後２時～４時
▼会場　多摩小平保健所▼内容　ほんとう
の「食の安全」を考える～食品中化学物質
のリスク分析について～▼対象　管理栄養
士または栄養士の資格を有する方で、現在、
管理栄養士または栄養士として常勤の職に
就いていない方▼講師　国立医薬品食品衛
生研究所安全情報部第三室長の畝山智香子
（うねやまちかこ）氏◆申し込みは２月１７
日（金）までに、電話（４５０・３１１１）また
はファクス（４５０・３２６１）で多摩小平保健
所生活環境安全課保健栄養係へ
　詳しくは同係へ。
下水道モニターを募集します
　▼資格　２４年４月１日現在、満２０歳以上
の都内（島しょを除く）在住の方（公務員、
過去にモニターを経験した方を除く）で、
ホームページの閲覧と電子メールの送受信
ができる方▼内容　モニターアンケートの
回答、施設見学会への参加など▼定員　
１，０００人程度（応募者多数の場合は選考に
より決定）▼任期　４月１日から１年間◆
申し込みは２月２９日（水）までに、都下水
道局ホームページ（http://www.gesui.met
ro.tokyo.jp/）をご覧の上、同局広報サー
ビス課緯０３・５３２０・６６９３へ
マンション耐震化セミナー
　▼日時　１月１４日（土）午後１時半～５
時▼会場　都民ホール（都議会議事堂１階）
▼対象　マンション管理組合・区分所有者
など▼定員　２５０人（要予約）▼参加費　
無料◆申し込みは電話（０３・６９１２・０７７２）
またはファクス（０３・６９１２・０７７３）で特定
非営利活動法人耐震総合安全機構へ
　詳しくは都都市整備局マンション課緯
０３・５３２０・４９４４へ。
第１９６回東京都都市計画審議会の
傍聴者募集
　▼日時　２月９日（木）午後１時半から
▼会場　都庁会議室▼定員　１５人（事前抽
選）◆申し込みは１月２０日（金）までに
（消印有効）、往復はがき（一人１枚のみ有
効）に住所・氏名・電話番号を記入の上、
〒１６３－８００１、東京都都市整備局都市計画
課あて郵送を
　詳しくは都ホームページ（http://www.
toshiseibi.metro.tokyo.jp/keikaku/shin
gikai/yotei.htm）または同課緯０３・５３８８・
３２２５へ。
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楽しい各図書館の展示
　図書館では、季節や身近な関心事、歴史
や文学など、各館でテーマ展示を行い図書
をご案内しています。ぜひご来館ください。
１月の図書館休館日
　１月の図書館休館日は、中央・滝山・ひ
ばりが丘・東部の各図書館とも、６日（金）、
１３日（金）、１７日（火）、２０日（金）、２７日
（金）です。なお、滝山図書館は蔵書点検
のため、１月３０日（月）～２月４日（土）
の期間、特別整理休館します。
　詳しくは中央図書館緯４７５・４６４６へ。
 

アイスクライミング教室
集まれ自然のアイスウオールにアタック
～市山岳連盟主催
　▼日時　１月２８日（土）午前６時半集合
（日帰り）▼集合場所　東久留米駅東口ロ
ータリー▼行き先　八ヶ岳（角木場）。車で
移動、歩行３０分▼対象　高校生以上（初心
者歓迎）▼参加費　８，５００円（交通費・講
師料含む）▼服装・持ち物　冬山装備・衣
類、雪山用靴、弁当　※登攀（とうはん）
用具は用意します。◆申し込みと詳しくは
１月１５日（日）までに同連盟・花房緯４７１・
１００５（正午～午後１時）へ。
第１２９回スキー教室
～市スキー連盟主催
　▼日程　２月１０日（金）午後８時集合～
１２日（日）午後７時帰着予定▼集合・出発
場所　市役所前▼会場　長野県上田市菅平
高原スキー場▼対象　原則として市内在
住・在勤で小学４年生以上の方（小学生は
保護者同伴、初心者歓迎）▼参加費　一般
２万７，０００円、連盟会員２万５,０００円、小・
中学生は２,０００円引き（１．５泊５食付き）▼
定員　先着４０人◆申し込みは１月１２日（木）
までに、下記担当に電話・ファクスを。受
け付け後、次の口座（東京みらい農協・東
久留米駅前支店３０４６４７９、口座名義「東久
留米市スキー連盟」）に参加費を振り込んで
ください
　詳しくは同連盟・高野緯４７１・４１３１（フ
ァクス同）へ。
ニュースポーツデー
～体育指導委員会　
　▼日時　１月１４日（土）午前１０時～午後
４時▼会場　スポーツセンター▼種目　ミ
ニテニス、ネオテニス、ソフトバレーボー
ル、ユニカール、ラージボール卓球、スカ
ットボール、クライミング体験（午後２時
～４時）▼費用　１００円▼持ち物　上履き◆
当日直接会場へ
　詳しくは生涯学習課スポーツ振興係緯
４７０・７７８４へ。
市民卓球大会
～市卓球連盟主催
　▼日時　２月５日（日）午前９時から▼
会場　スポーツセンター▼種目　Ａ＝男子
シングルス◇Ｂ＝男子団体①、ダブルス②
③、シングルス（２～４人一組）◇Ｃ＝女

　市民の皆さんのご要望が高かった図
書館の開館時間の延長を、１月２３日
（月）から実施します。
　月曜～木曜日は、全館午後６時まで
延長します。なお、中央図書館は、水
曜・木曜日は午後８時まで開館します。
土曜・日曜日、祝日は、従来通り午後

５時までです。
　仕事帰り・学校帰りに図書館をご利
用ください。
　詳しくは中央緯４７５・４６４６、滝山緯
４７１・７２１６、ひばりが丘緯４６３・３９９６、
東部緯４７０・８０２２の各図書館へ。

図書館の開館時間を延長します


