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〈今月の月間・週間案内〉　社会を明るくする運動全国強調月間　省エネキャンペーン　郵便番号週間（１日～７日）　海の日（１６日）　アニメ映画「河童のクゥと夏休み」全国公開（２８日）

�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

　�４７２・１１３１

◎ホームページのご意見箱　

http：//www．city．higashikurume．lg．jp/goiken.htm

ど▼対象　１７年６月生まれの幼児◆当日直
接会場へ

　詳しくは保健サービス係へ。

7月のプレ・パパママクラス
　今月は土曜日版を開催します。夫婦そろ

って参加してみませんか。

　◎小児科医・助産師の話＝３日（火）午
後１時～４時

　◎プレママ・クッキング＝１０日（火）午
前９時４５分～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＝２１日（土）
午後１時～４時

　◎妊婦歯科健診＝２４日（火）午後１時１５
分～３時。健診とブラッシングなど

　▼会場　わくわく健康プラザ▼対象　妊
娠１６週以降の方とその夫◆申し込みは電話

で保健サービス係へ　※４回で１コース。

１日のみの参加も可。

子ども相談
　▼日時　７月１０日（火）・１８日（水）、い
ずれも午前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

　詳しくは健康課保健サービス係�４７７・
００２２または予防係�４７７・００３０へ。
4カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　▼日時　７月１２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　
１９年２月２６日～３月１７日生まれの乳児◆当

日直接会場へ

　詳しくは保健サービス係へ。

3歳児健康診査
　▼日時　７月５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　１６年５月２９日～６月２２日生まれの
幼児◆当日直接会場へ

　詳しくは保健サービス係へ。

2歳児歯科健診
　▼日時　７月１１日（水）午前９時１５分～
午前１０時半受け付け▼会場　わくわく健康
プラザ▼内容　歯科健診、ブラッシングな

7月16日（海の日）のごみ収集は
１６日（祝）のごみ収集については、次号（７月１５日号）でお知らせします。
詳しくはごみ対策課�４７３・２１１７（粗大ごみの申し込みは�４７３・２１１８）へ。

　　紙　　　　　　類　　

燃 や せ る ご み 燃 や せ な い ご み

資 源 ご み

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
とその保護者◆申し込みは電話で保健サー

ビス係へ

らくらく離乳食
　▼日時　７月２３日（月）午後１時半～３
時半▼会場　わくわく健康プラザ▼対象　
生後６カ月～１２カ月児の保護者▼定員　２０
人。保育あり▼持ち物　エプロン、三角き
ん、ふきん２枚、台ふき、筆記用具のほか

着替えなど保育に必要なもの◆申し込みは

７月２日（月）から電話で保健サービス係へ

親子でLet’sクッキング
　▼日時　７月１７日（火）・１８日（水）、い
ずれも午後１時～３時半▼会場　わくわく
健康プラザ▼内容　親子で一緒に料理しま
す▼対象　３～５歳児とその保護者▼定員
　２０人。保育あり▼持ち物　エプロン・三
角きん（親子）、ふきん２枚、台ふき、筆記

用具◆申し込みは７月２日（月）から電話

で保健サービス係へ

食事相談
　▼日時　７月２０日（金）午前９時～正午
▼会場　わくわく健康プラザ▼内容　乳幼
児～高齢者の食事･栄養などの相談◆申し

込みは７月２日（月）から電話で保健サー

ビス係へ

「愛の血液助け合い運動」実施
　７月１日～３１日の１カ月間、「愛の血液助

け合い運動」月間として献血全国運動を実

施しています。ぜひご協力をお願いします。

　詳しくは予防係へ。　

基本健診（節目・65歳以上）
７月の受診対象は１０・１１月生まれの方です
　健康の保持・増進や疾病の早期発見・治

療のために受診をお勧めします。７月の基

本健診（節目・６５歳以上）の受診対象者は

１０月・１１月生まれの方です。健診内容・実

施医療機関等は、個別通知を発送しますの

でご確認ください。

　▼対象　市内在住の１０月・１１月生まれで
次の出生年に該当する方。①４０歳（昭和４１

年）②４５歳（昭和３６年）③５０歳（昭和３１年）

④５５歳（昭和２６年）⑤６０歳（昭和２１年）⑥

６５歳以上（昭和１７年３月３１日以前）。ただし、

勤務先等で健康診査を受けている方はご遠

慮ください▼受診月　７月（７月２日〈月〉
～３１日〈火〉）　 ※日曜日、祝日、休診日は

除く。▼費用　１，０００円（受診医療機関の窓
口でお支払いください）　 ※生活保護受給

者は無料ですが受給証明書が必要です。

　詳しくは予防係へ。

平日準夜間小児初期救急診療をご利用ください平日準夜間小児初期救急診療をご利用ください
７月から佐々総合病院で診療を開始

　４市（東久留米市・東村山市・清瀬市・西東京市）と５市医師会（東久留米市・小
平市・東村山市・清瀬市・西東京市）では、１７年６月から多摩北部医療センターで、

都内初の広域的な小児初期救急診療を週２回（火曜・金曜日）開始しました。

　今回小児医療体制の充実を図り、７月から新たに佐々総合病院（西東京市田無町４

－２４－１５、�４６１・１５３５、西武新宿線田無駅

北口から徒歩５分）での診療を開始します。

　７月から毎週月曜・水曜日は佐々総合病院

で午後７時半～１０時２０分、火曜・木曜・金曜

日は多摩北部医療センターで午後７時半～１０

時半の診療となります。

　対象は１５歳以下の初期救急患者です。診察

は５市医師会から派遣される小児科医が輪番

で行います。

　詳しくは健康課予防係�４７７・００３０へ。

　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

　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

　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

　★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）

【主な問い合わせ先】【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】

（ ）

○東久留米市役所　�４７０・７７７７（代）（受付は平日の午前８時半～午後５時）
　▽ごみ対策課　�４７３・２１１７（粗大ごみの申し込みは�４７３・２１１８）
　▽水道課（東久留米サービスステーションに併設）　 �４７１・５１８６
○わくわく健康プラザ（初期相談およびコミュニティ施設の貸出）�４７７・１１１５
○中央図書館　�４７５・４６４６　　
　　　午前１０時～午後５時（全図書館。中央図書館は水曜・木曜日、滝山図書館 は

          水曜日が午後６時まで）。月曜日（この日が祝日のときは火曜日に変更）、第３

          火曜日、土曜・日曜・月曜日を除く祝日、特別整理期間と年末年始は休館

○中央公民館　�４７３・７８１１（午前９時～午後１０時。月曜日と年末年始は休館）
○消防署　�４７１・０１１９（一般事務は市役所と同じ時間）
○スポーツセンター　�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　�４７０・７８１３▽西部　�４７１・７２１０、南部　�４５１・２０２１、
　東部　�４７０・８０２０の各地域センター

《関係機関の電話番号》
▼シルバー人材センター    �４７５・０７３８　▼社会福祉協議会　　　　�４７１・０２９４

▼多摩六都科学館　　   　�４６９・６１００　▼柳泉園組合　　　　　　�４７０・１５５５

▼多摩小平保健所　　   　�４５０・３１１１　▼田無警察署　　　　　　�４６７・０１１０

▼東京都水道局多摩お客さまセンター　�０５７０・０９１１００ ／ ０５７０・０９１１０１

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】
　７月１日＝石橋クリニック（東本町８－９、�４７７・５５６６）
　７月８日＝わくわく健康プラザ内休日医科診療所（滝山４－３－１４、�４７３・３６６３）
　【歯科】
　７月１日･８日＝わくわく健康プラザ内休日歯科診療所（滝山４－３－１４、
　�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１日＝前田病院（中央町５－１３－３４、�４７３・２１３３）
　７月８日＝滝山病院（滝山４－１－１８、�４７３・３３１１）
平日準夜間小児初期救急診療（７月から下記の日程で行います）
月曜・水曜日（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、�４６１・１５３５）
火曜・木曜・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、�０４２・３９６・３８１１）

休日・夜間診療休日・夜間診療 　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。

田無警察署田無警察署

田無小学校田無小学校

北口

←所沢方面←所沢方面 新宿方面→新宿方面→

田 無 駅田 無 駅

青 梅 街 道青 梅 街 道

佐々総合病院
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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。

さわやか健康料理講座
（栄養改善推進事業）
　テーマは「らくらく手作りパン」です。

献立は、お手軽

パン、ひじきと

豆のシーフード

サラダ、トマト

のカントリース

ープ、ナタデコ

コ風デザートほ

か。食材の都合により多少のメニュー変更

もあります。

　▼日時・会場　７月２４日（火）午前９時
４５分～午後１時、わくわく健康プラザで▼
定員　２４人▼費用　５００円程度▼持ち物　
エプロン、三角きん、ふきん２枚、台ふき

１枚、筆記用具◆申し込みは７月３日（火）

から電話で保健サービス係へ

東久留米市料理コンテスト
「朝食にもう一品！　野菜料理」
　忙しい朝食に簡単に作れるお勧めメニュ

ーを募集します。選ばれた作品は、広報紙

や市ホームページ、レシピ集などで紹介し、

保育園や小・中学校の給食などにも登場し

ます。お手軽レシピを地域に広めてみませ

んか。

　▼参加部門　中学生、一般（高校生以上）、

ファミリー（子どもとその家族）の３部門

▼内容　野菜を２種類以上使ったメニュー
◆申し込みは９月１０日（月）までに（消印

有効）、応募用紙（健康課・学務課〈市役所

６階〉・保育課〈同１階〉で配布、ホームペ

ージからも入手可能）に必要事項を記入し、

配布場所へ持参してください（郵送、電子

メールも可）

　詳しくは保健サービス係へ。

　

子どもの生活習慣
「早起き・早寝してますか？」
　「早起き・早寝」という昔は当たり前だっ

たことが、社会が夜型化するにしたがって、

子どもたちもだんだん「遅起き・遅寝」に

なっています。それが子どもたちの心と体

に大きな負担となっている現状があります。

子どもの健やかな成長のためにも「早起き・

早寝」を心掛けたいですね。

　市では、「子どもの生活習慣」についての

アドバイスを市ホームページ内「子育て」

で掲載しています。ぜひご覧ください。

　詳しくは保健サービス係へ。

第30回市民のための医療講座
～東久留米医師会・東久留米市歯科医師会・
東久留米市薬剤師会主催
　▼テーマ　噛（か）むことの大切さ～自分
の歯から入れ歯まで▼日時　７月１４日（土）
午後２時～４時▼会場　市役所７階７０１会

　最近、健康食品、サプリメントに関心

が高まり、国民的なブームになっていま

す。テレビ番組でのねつ造が公表されて

いるにもかかわらず、健康食品情報はは

ん濫しています。

　健康食品はあくまで食品であり、医療

薬品ではありません。当然、人に対する

臨床試験など行っているわけではありま

せんので健康食品に

よる健康被害も少な

くはありません。た

だし、「特定保健用食

品」マークの付いた

食品は安心です。

　例えば、若い女性が、動悸（どうき）

と下痢（り）が続くと診療所を受診しま

した。診察をすると、甲状腺（せん）が

腫れていて、脈が速く、血液検査をする

と、甲状腺のホルモンが異常にたくさん

出ていました。甲状腺機能亢進（こうし

ん）による症状だったのです。次に受診

したときによく話を聞くと、やせたい一

心でやせ薬といわれる健康食品を勧めら

れて飲んでいたとのことでした。それを

やめるように指示すると症状は全く無く

なり、数カ月後に甲状腺ホルモンの値も

すっかり正常に戻りました。やせ薬とい

われたものの中におそらく甲状腺ホルモ

ンが入っていたのでしょう。

　次にいくつかの健康食品について調べ

てみました。①プロポリス（蜂脂）＝樹
脂に似た素材。純正のものはめったに手

に入りません。鼻の癌（がん）、咽（い

ん）頭癌、免疫の改善に対しては科学的

データが不十分。アスピリンにアレルギ

ーのある方、喘息（ぜんそく）の患者には

使用してはいけません。②ローヤルゼリ
ー＝ミツバチが生産した乳状の分泌物。
高コレステロール、花粉症、免疫の向上

などに対してのデータ不十分。母乳を飲

ませている女性、皮膚炎、喘息の方には

使用してはいけません。③コエンザイム
Ｑ－１０＝心臓、肝臓、腎（じん）臓、膵
臓にみられるビタミン様物質。心不全､心

臓病のリスク低減、高血圧に対して効く

可能性が科学的に示唆。ただし、医薬品

と併用すること。抗がん剤、ワルファリ

ンとの併用は効果を減弱。

　皆さんご存じでしたか。このように科

学的な検証もなされずに販売されている

健康食品を高いお金を払って購入し、健

康を害しては何の意味もありません。

　きちんとしたエビデンス（科学的な根

拠）があるのか､成分内容がはっきりと表

示されているかを確認し、近くの薬剤師

か医師に相談してから購入を考えたほう

が良いでしょう。

(東久留米市医師会）

No.１１３　健康食品について

　☆幼児のつどい＝７月５日（木）午前１０
時半～１１時半。「おはなし屋さんによる、ミ

ニミニ劇場」。３・４歳児。１２日（木）午前

１０時半～１１時１５分。「親子遊び」。２歳児。

　☆おはなし会＝５日・１２日のいずれも木
曜日、午後３時半からが幼児。午後４時か

らが小学生。

　☆絵本だいすき＝６日（金）午前１１時～
１１時２０分。３歳前後の幼児。指導は中林の

り子氏、渡辺和子氏。

　☆七夕子ども音楽会＝７日（土）午後１
時４５分～３時半。西部地域センター３階ホ

ールで。ハンドベル、ダンス、合奏など。

小学生以上２００人。　※参加整理券を配布中。

　☆将棋大会＝１４日（土）午前１０時～１１時
５０分。小・中学生。

　☆夏のおはなし会＝１４日（土）、午後１時
半からが幼児以上。午後２時からが小学校

低学年以上。午後２時半からが小学校高学

年以上。午後３時からが大人向け。

　☆ウルトラトレーナー大会＝１４日（土）
午後４時～４時半。小学生２０人。

　☆わいわいナイト（お泊り会）＝８月４
日（土）午後３時～５日（日）午前９時。

小学生３０人。　※申し込みは７月１１日（水）

午後３時～１２日（木）午後４時、参加費５００

円を添えて、本人または保護者が直接持参

を。なお、１２日（木）午前９時から電話申

し込みも受け付けます。応募者多数の場合

は抽選。

　☆臨時閉館のお知らせ＝７日（土）午後
は七夕音楽会のため閉館します。

　☆夏まつり＝７月７日（土）午後零時４５
分～３時。小・中学生の子どもたちによる

お店、ゲーム、手作り品、食べ物。小・中

学生（幼児参加不可）。参加券（１５０円）頒

布中（２５０枚）。払い戻し不可。　※７月４日

（水）午後３時からと６日（金）午後４時

から、夏まつりに向けてお店屋さんの準備

をします。

　☆卓球大会＝４日（水）
午後３時から。小学３年

～６年生。試合開始前に

申し込みを。

　☆幼児のつどい＝５
日が七夕飾り、１２日がミニシアター。いず

れも木曜日、午前１０時半～１１時半。幼児。

　☆きらら＝１３日（金）午前１０時半～１１時
半。つどいの参加シールを作りながら、子

育てのお話をみんなでします。幼児。

　☆臨時閉館のお知らせ＝７日（土）午前
は夏まつり準備のため閉館します。

　東久留米消防署では、市内の小学生を対象に消

防フェスティバルを開催します。防火ゲームをし

たり、消防ポンプ自動車に乗車したりして、みん

なで楽しい一日を過ごしましょう（天候等により

内容を変更する場合があります）。

　☆おはなしの日＝７月３日・１０日のいず
れも火曜日、午前１１時から。絵本の読み聞

かせ、手遊び。幼児。

　☆夏まつり実行委員会＝４日（水）・６日
（金）午後３時半から。お店の看板作り、

各係で最終確認。小・中学生。

　☆幼児のつどい（１・２歳児）＝５日
（木）午前１０時半～１１時１５分。七夕飾りを

作ろう、７月の誕生会。

　☆夏まつり＝７日（土）午後１時半～３
時。ゲーム、おばけ屋敷、お店など。４歳

（要保護者同

伴）～中学生

２５０人。

　☆環境整備
の日＝９日
（月）午後３

時～３時半。

遊具を点検、整とんしよう。小学生。

　☆幼児のつどい（３・４歳児）＝１２日
（木）午前１０時半～１１時半。縁日ごっこ、

７月の誕生会。

　☆おはなし会＝１３日（金）午後３時から。
絵本の読み聞かせ、素話など。小学生。

　☆わらべうた遊び＝１３日（金）午前１０時
半～１１時半。親子でゆったりと楽しみませ

んか。零歳児と保護者２０組　※７月２日

（月）午前９時から申し込み受け付け（電

話申し込み可）。

　☆万華鏡づくり＝２１日（土）午後１時半
～３時。小学生２０人。指導は吉田紀子氏。　

※７月２日（月）午後３時から申し込み受

け付け（本人または保護者が直接申し込ん

でください）。

　☆臨時閉館のお知らせ＝７日（土）午前
は夏まつり準備のため閉館します。

　☆夏まつり＝７月３０日（月）午後３時か
ら。４日（水）午後３時半から準備会。小

学生。　※７月１日（日）から参加券（１５０

円、２００枚）頒布。４歳（要保護者同伴）

～高校生。払い戻し不可。

　☆七夕工作ＷＥＥＫ＝５日（木）～７日
（土）。七夕飾りを作ろう。小学生。

　☆幼児のつどい＝５日が七夕工作、１２日
が６月・７月生まれの誕生会、運動遊び。

いずれも木曜日の午前１０時半～１１時半。１

歳～４歳児。

　☆お話の日＝９日（月）午後４時から。
絵本、紙芝居。小学生。１０日（火）午前１１

時から。紙芝居、手遊びなど。幼児。

　☆ドッチボールの日＝１１日（水）午後３
時半から。小学生。

　☆バスケタイム＝１２日（木）午後５時半
～６時半。トーナメント戦（試合開始前に

申し込み）。中学生・高校生。

　☆クッキングの日＝１４日（土）午後２時
から。カレー作り（ご飯持参）。小学生先着

１５人。　※７月７日（土）から申し込み受け

付け。

　☆しゃべり場＝１４日（土）午後５時半～
６時半。２１日（土）のクッキングの準備と

３０日（月）夏まつりボランティア参加につ

いて話し合い。中学生・高校生。

　▼日時　７月２１日（土）
午前９時半～午後１時

▼会場　東久留米消防
署前沢出張所▼対象　
市内在住の小学生▼定
員　先着５０人
　申し込みと詳しくは

７月２日（月）から電話で消防本部予防課指導調

査係�４７１・０１１９へ。

議室▼講師　東久留米市歯科医師会・歯科
医師の北村晃氏▼司会　東久留米市歯科医
師会・歯科医師の宮嵜至洋氏▼入場料　無
料▼定員　先着１５０人◆当日直接会場へ
　詳しくは予防係へ。

　詳しくは健康課保健サービス係�４７７・
００２２または予防係�４７７・００３０へ。

　滝　山 滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４（　　 　　　　　　）

け　や　き 大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３（　　　　　　 　）

　◆健康課メールアドレス
kenko@city.higashikurume.lg.jp

　中　央 （　　　　　　　　 ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１

ひ   ば   り （　　　　　　　　　  　 ）ひばりが丘団地 ８－１１
電話４６４・９３００

消防フェスティバルを開催

７月２１日（土）

手作りパンはおいしいよ

このマークを目印に！
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ガ イ ド
ニュースポーツデー
～体育指導委員会　
　▼日時　７月７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、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▼
費用　１００円（何種目でも可）▼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�

４７０・７７８４へ。

スポーツセンターを早朝開放します
　夏休み中の７月２１日

（土）～８月１９日（日）

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。通常個

人開放しているプール、

トレーニング室、卓球

場などを利用いただけます。

　団体の貸切利用に対する抽選は行いませ

んが、利用希望の団体はご相談ください。

　詳しくはスポーツセンター�４７０・７９００

へ。

国体選手をめざして！
夏季ジュニアテニス（硬式）教室
　▼日時　５日間コース。７月３０日（月）
～８月３日（金）の午前１０時～正午▼会場
　小山テニスコート▼対象　市内在住・在
学の小学４年～中学生▼定員　４０人（応募
者多数の場合は抽選）▼指導者　プロヘッ
ドコーチ▼参加費　無料▼持ち物　帽子、
タオル、飲料水、運動着、テニスシューズ

◆申し込みは７月２３日（月）までに（必着）、

往復はがきに夏季ジュニアテニス教室参加

希望と書いて、住所・氏名・電話番号・学

校名・学年（返信用にも住所・氏名）を記

入の上、〒２０３－００１１、大門町２－１４－３７、東

久留米市スポーツセンター内、東久留米市

体育協会事務局あて郵送を。団体で申し込

む場合は、団体申込用紙を同事務局で配布

します

　詳しくは同事務局�４７０・２７２２へ。

第12回シニア健康スポーツフェスティバル
ＴＯＫＹＯ参加者募集
　▼期間　１０月１日（月）～３１日（水）▼
対象　都内在住の５９歳以上の方（昭和２４年
４月１日以前に生まれた方）▼種目　ラー
ジボール卓球、テニス、ソフトテニス、ソ

フトボール、ゲートボール、ペタンク、マ

ラソン、弓道、剣道の９種目　※種目によ

り日時・会場が異なります。▼参加費　
１，０００円▼申込書の配布　７月２日（月）か
ら介護福祉課高齢サービス係（市役所１階）

おはなし会
　▼日時　７月７日（土）午前１１時から▼
会場　中央図書館おはなし室▼対象　小学
生◆当日直接会場へ

　詳しくは同館�４７５・４６４６へ。

科学の本のよみきかせ
「みずたまレンズ」
　▼日時　７月１４日（土）午前１０時～１１時
▼会場　東部地域センター講習室◆当日直
接会場へ

　詳しくは東部図書館�４７０・８０２２へ。

7月の図書館の休館日
　７月の図書館の休館日は、中央・滝山・

ひばりが丘・東部各図書館とも、２日（月）・

９ 日（月）・１７日（火）・２３日（月）・３０日

（月）です。

　詳しくは中央図書館�４７５・４６４６へ。

　詳しくは子ども家庭支援センター（わく
わく健康プラザ内）�４７１・０９２０へ。

　☆すこやかタイム＝７月２日・９日のい
ずれも月曜日、午前１０時半から。３歳児。

　☆おはなしの日＝３日・１０日のいずれも
火曜日、午後４時から。絵本の読み聞かせ。

小学生。

　☆囲碁の日＝４日・１１日のいずれも水曜
日、午後３時から。小・中学生。指導は囲

碁連盟。

　☆幼児のつどい＝５日が七夕飾り作り、
１２日がお店屋さんごっこ。いずれも木曜日

の午前１０時半から。幼児。

　☆くぬぎ縁日＝７日（土）午後１時半～
３時半。おばけ屋敷、ストラックアウト、

食べ物屋など。４歳～中学生１５０人。参加

券（１００円）頒布中。払い戻し不可。

　※７月６日（金）の２階全部屋と７日（土）

午前中の児童館は、縁日準備のため遊べま

せん。

　☆アトリエくぬぎⅠ＝２６日（木）～２８日
（土）のいずれも午前９時半～１１時半と午

後１時半～４時半。さ織り教室。小・中学

生（各回とも午前４人、午後６人）。　※７

月２日（月）午後３時から申し込み受け付

け（電話申し込み不可）。

　☆アトリエくぬぎⅡ＝８月１日（水）午
前９時半～１１時半。陶芸教室（表札作り）。

小・中学生２０人。指導は大山茂樹氏。　※７

月９日（月）午後３時から申し込み受け付

け（電話申し込み不可）。

　☆親子デイキャンプ＝８月４日（土）午
後３時～８時。ビール缶の炊き込みご飯ほ

か楽しくおいしい夕食作り、ゲーム大会。

小学生とその保護者２０組。　※７月２日

（月）午後３時から申し込み受け付け（親

子で参加が原則）。参加費１組５００円。

　☆アトリエくぬぎⅢ＝８月６日（月）～
１１日（土）のいずれも午前９時半集合（時

間厳守）。布草履（ぞうり）作り。小・中学

生各日６人。　※７月９日（月）午後３時か

ら申し込み受け付け（電話申し込み不可）。

児童館合同川遊び
　▼日程　７月２４日（火）。雨天の場合は２５
日（水）▼会場　飯能市名栗川中平河原▼
対象　小学４年～中学生５０人（各館おおむ
ね１０人程度）▼参加費　小学生４５０円、中
学生７７０円◆申し込みは７月２日（月）午

前９時から参加費を添えて直接各児童館へ

わくわく赤ちゃん広場
　▼日時　７月
１０日（火）午前

１０時～正午▼会
場　同センター
▼対象　零歳児
とその保護者▼
持ち物　バスタ
オル◆当日直接

会場へ

手作り布おもちゃの会
　▼日時　７月３日・１７日のいずれも火曜
日、午前１０時～正午▼会場　同センター▼
指導　ののはな文庫▼対象　乳幼児の保護
者◆申し込みは同センターへ

子育て講演会
～つながり遊び「親子でぬくぬく」
　▼日時　７月２４日（火）午前１０時～１１時
半▼会場　わくわく健康プラザ集会室１▼
対象　零歳～２歳児とその保護者▼講師　
二本松はじめ氏▼持ち物　バスタオル◆当
日直接会場へ

シルバー人材センター
パソコン教室8月期受講者募集
　講習はすべて「ウィンドウズＸＰ」・「ワ

ード２００３」・「エクセル２００３」によって行い

ます。毎月開催しています。

　詳細は西部・南部・東部の各地域センタ

ー等でチラシをご覧ください。

　申し込みは７月２０日（金）までに（必着）、

往復はがきに希望月・コース名・住所・氏

名・電話番号を記入の上、〒２０３－００５２、

幸町３－８－２３、社団法人東久留米市シル

バー人材センターあて郵送を。

　詳しくは同センター�４７５・０７３８へ。

第1回健康づくり調理師研修会
　▼日時　８月２２日・２９日のいずれも水曜
日、午後２時～４時の２日制▼会場　多摩
小平保健所▼内容　「医食同源」「食品衛生」
「地場野菜をたっぷり使った薬膳メニュ

ー」▼対象　調理業務従事者▼講師　ニュ
ートリ・クッキング代表の葭谷麻利子氏、

保健所職員▼受講料　５００円（当日集金）
◆申し込みは８月１５日(水)までに、電話で同

保健所生活環境安全課保健栄養係�４５０・

３１１１へ

　詳しくは同係へ。

東久留米市ファミリー・サポート・
センター  サポート会員事業説明会
　▼日時　７月１１日（水）午前１０時～正午
▼会場　わくわく健康プラザ▼持ち物　縦
２．５㎝×横２．０㎝の顔写真１枚（会員証作成

用）　 ※保育あり、３日前までに同センタ

ーへ予約を。特に上の原・金山町・中央町・

八幡町在住の方を募集。ファミリー会員も

募集します。

　説明会にお越しになれない方や詳しくは

同センター事務局�４７５・３２９４へ。

参加児童募集!参加児童募集!「みどり体験交流事業」「みどり体験交流事業」
宿泊型の夏休み自然体験事業宿泊型の夏休み自然体験事業

または社会福祉協議会で◆申し込みは７月

３１日（火）までに（消印有効）、〒１６２－０８２３、

新宿区神楽河岸１－１、セントラルプラザ

１４階、東京都高齢者研究・福祉振興財団あ

て郵送を

　詳しくは同財団法人事業担当（シニア健

康スポーツフェスティバルＴＯＫＹＯ係）

�０３・５２０６・８７３２へ。

　詳しくは同交流事業事務局�０３・５９４９・１３５６（土曜・日曜日、
祝日を除く午前９時～午後７時。ファクス０３・５３９６・８１４２）へ。

都立久留米養護学校公開講座
　▼日時　５日間。８月２０日（月）～２４日
（金）午前９時～正午▼会場　同校（西武
バス「久留米高校前」下車徒歩２分）▼内
容　健康体操（練功体操）と太極拳▼定員
　２０人▼参加費　１，０００円◆申し込みは７
月２０日（金）までに（消印有効）、往復はが

きに住所・氏名（ふりがな）・電話番号・年

齢、返信用にも住所・氏名を記入の上、〒

２０３－００４１、野火止２－１－１１、都立久留

米養護学校「公開講座」担当あて郵送を

　詳しくは同校�４７１・０５０２へ。

都立清瀬養護学校夏まつり2007
　▼日時　7月21日（土）午後４時～７時半
▼会場　同校グラウンド（西武池袋線清瀬
駅南口から徒歩１５分）▼内容　模擬店、遊
びの広場、和太鼓・バンドの演奏、花火な

ど

　詳しくは同校・田所�４９４・０５１１へ。

第4回明治薬科大学
オープンリサーチセンター公開講座
～中高年の脳と心の病気
　▼日時　７月７日（土）午後２時～４時
半▼会場　同大学講義棟１０１講義室（清瀬市
野塩二丁目）▼内容・講師　講演１＝「中
高年の心の健康」、講師は国立精神・神経セ

ンター精神保健研究所老人精神保健部部長

の山田光彦氏▽講演２＝「中高年の認知症：

あなたの物忘れは、大丈夫」、講師は同大学

バイオインフォマティクス教授の佐藤準一

氏▼定員　先着１５０人▼受講料　無料◆当
日直接会場へ

　詳しくは同大学オープンリサーチセンタ

ー�４９５・８６１１へ。

ふくしワーク就職フェア2007合同就職面接会
　福祉の仕事に興味と関心をお持ちの方、

就職活動をしている方はご参加ください。

　▼日時・内容　７月７日（土）①面接会
参加企業説明会が午前１０時～午後零時半②

就職面接会が午後１時～４時（３時半受け

付け終了）③新規開設福祉施設職員募集説

明会（２０年４月採用求人）が午後１時～４

時▼会場　コア・いけぶくろ（豊島区立豊
島区民センター、西武池袋線池袋駅東口か

ら徒歩５分）▼対象　社会人と２０年３月卒
業見込みの学生▼職種　施設介護職・ホー
ムヘルパー・ケアマネジャー・看護師・看

護補助など▼参加費　無料▼持ち物　履歴
書（複数枚）◆当日直接会場へ

　詳しくはハローワーク池袋（福祉重点公

共職業安定所）�０３・３９８７・４３６７または都

福祉人材センター�０３・５２１１・２８６０へ。

「榛名だより」はお休みします

　都内全市区町村が共同で自然体験型の宿泊事業を実施します。東京の自然に触れなが

ら環境について学びましょう。

《共通事項》
　申し込みは申込期日までに（必着）、往復はがきに、郵便番号・住所・電話番号・参加

希望者名（学年・性別）・保護者の氏名・代表者の氏名（グループで参加の場合）を記入

の上、〒１７０－８６９１、豊島郵便局私書箱５７号「みどり体験交流事業（海の体験　八丈町

または山の体験　檜原村２）」係あて郵送を。　※締め切り日の２ ～ ３日後に結果を通知

します。

○海の体験　八丈町
　▼日時　８月２２日（水）～２５日（土）の
３泊４日（初日船内泊）▼会場　八丈島
（竹芝桟橋集合予定）▼内容　海水浴、三
原山トレッキング、ビーチコーミングなど

▼対象・定員　小学５ ･ ６年生３０人▼参加
費　１万円▼申込期日　７月３１日（火）

○山の体験　檜原村２
　▼日時　８月１６日（木）～１７日（金）の
１泊２日▼会場　檜原村フジの森（ＪＲ立
川駅集合予定）▼内容　ツリークライミン
グ、清流体験など▼対象・定員　小学４年
～６年生２５人▼参加費　３，０００円▼申込期
日　７月２５日（水）

く　ぬ　ぎ 前沢４－６－３
電話４７３・７３１５（　　　　　　 　） オール東京６２

市区町村共同
事業


