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〈今月の月間・週間案内〉　  赤十字運動月間　 　消費者月間　　 水防月間　　 憲法週間（５月１日～７日）　　 愛鳥週間（５月１０日～１６日）　　 春の行政相談週間（５月２１日～２７日）

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.htm

燃 や せ な い ご み

　◎プレママ・クッキング＝１５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＝２２日（火）
午後１時～４時

　◎妊婦歯科健診＝２９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◆申し込みは電話で保健サ

ービス係へ　※４回で１コース。ただし１

日のみの参加も可。

食事相談
　▼日時　５月１８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５月１日（火）から電話で保健サー

ビス係へ

基本健診（節目・65歳以上）
５月の受診対象は６月、７月生まれの方です
　１９年度から混雑緩和のために、誕生月に

よって受診できる月が異なります。該当月

以外では受けられませんのでご注意くださ

い。

　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。５月の基

本健診（節目・６５歳以上）の受診対象者は

６月、７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６月、７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）▼受診
月　５月（日曜日、祝日、休診日を除く５
月１日〈火〉～３１日〈木〉）▼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。勤務先等で健康診査

を受けている方はご遠慮ください。

　詳しくは予防係へ。

4カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　▼日時　５月１０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～２時４５分受け付

け▼会場　わくわく健康プラザ▼対象　１８
年１２月２１日～１９年１月１２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。

1歳6カ月児健康診査
　▼日時　５月１７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　１７年９月２５日～１０月１９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　５月９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
ど▼対象　１７年４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。

子ども相談
　▼日時　５月８日（火）・１６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

育児相談
　▼日時　５月１８日（金）午前９時半～午
後２時▼会場　中央公民館▼内容　育児の
相談・体重測定▼対象　乳幼児とその保護
者◆申し込みは電話で保健サービス係へ

5月のプレ・パパママクラス
　◎小児科医・助産師の話＝７日（月）午
後１時～４時

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

【 主な問い合わせ先【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】】

（ ）

○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）
　▽水道課（東久留米サービスステーションに併設）　 緯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）緯４７７・１１１５
○中央図書館　緯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　緯４７３・７８１１（午前９時～午後１０時。月曜日と年末年始は休館）
○消防署　緯４７１・０１１９（一般事務は市役所と同じ時間）
○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》
▼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　▼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・０９１１００ ／ ０５７０・０９１１０１

　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。

　　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

　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

燃 や せ る 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

　★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）

資 源 ご み

は必ず保護者同伴で▼対象者で通知の届か
ない方または対象者以外の方　このワクチ
ンは生後９０カ月（７歳６カ月）未満の方に

無料で投与できます◆当日直接会場へ

　詳しくは予防係へ。

第29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
　テーマは、生活習慣病予防～メタボリッ

クシンドローム。

　▼日時　５月１２日（土）午後２時～４時
▼会場　市役所７階７０１会議室▼定員　先
着１５０人▼講師　薬剤師の佐藤孝夫氏▼入
場料　無料◆当日直接会場へ
　詳しくは予防係へ。

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】
　５月３日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　５月４日～６日・１３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】
　５月３日～６日・１３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）
　５月３日・５日・１３日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　５月４日・６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（火曜・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）

対　象　地　域会　　場日　程

上の原、神宝町、金山町、大門町、新川町、浅間町スポーツセンター５月１４日（月）

氷川台、東本町、本町、中央町一～二丁目市民プラザホール５月１５日（火）

小山、幸町、中央町五～六丁目、野火止、八幡町市民プラザホール５月１６日（水）

学園町、ひばりが丘団地、中央町三～四丁目、南沢、

南町
第五小学校５月１７日（木）

前沢、滝山、下里、柳窪、弥生わくわく健康プラザ５月１８日（金）

小児マヒ（ポリオ）生ワクチンを投与
　▼対象　１８年６月１日～１１月３０日に生ま
れた乳幼児、または９０カ月（７歳６カ月）

未満で２回投与を受けていない方▼日程・
会場　上表参照　※混雑が予想されますの
で、対象地域を指定しました。ご協力をお

願いします。なお、都合の悪い方は他の地

域の実施日に直接会場へ（連絡は不要）。車

での来場はご遠慮ください。▼時間　午後
１時半～２時１５分▼持ち物　予診票、母子
健康手帳、スリッパ（学校、スポーツセン

ターをご利用の方）。予診票は当日会場にも

用意します。母子手帳を忘れずに持参して

ください▼投与を受ける際のご注意　体温
は投与の前日と当日に測ってください。診

察前にもう一度測ります。生ワクチンは６

週間以上空けて２回服用します。なお、市

では春と秋の２回実施しています。会場へ

小児マヒ（ポリオ）生ワクチンの投与会場

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。

ゴールデンウイークのごみの収集は通常通り
　５月３日（木）・４日（金）の祝日は、通常通り該当地域について収集を行います。



19.  5.  1

繋

蛍

茎

計

罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫

罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫罫

荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊

荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊
荊

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＝５月１０日（木）午前１０
時半～１１時半。遊具で遊ぼう。３・４歳児。

　☆おはなし会＝１０日（木）午後３時半か
らが幼児。午後４時からが小学生。絵本の

読み聞かせ。

　☆将棋教室＝１２日（土）午前１０時～１１時
５０分。小・中学生。指導は中井孝雄氏。 ニュースポーツデー

～体育指導委員会　
　▼日時　５月１２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緯

４７０・７７８４へ。

市民ハイキング
～市山岳連盟主催
　▼日時・集合場所　５月２０日（日）午前
７時東久留米駅２階改札口前集合（雨天中

止。中止の場合は前日午後７時ごろまでに

連絡）▼行き先　奥武蔵・丸山（標高９６０m）
▼歩行時間　約４時間▼持ち物　弁当、飲
み物、雨具、手袋など▼参加費　５００円（保
険料含む）。交通費１，０８０円は実費

　申し込みと詳しくは５月１０日（木）まで

に兵藤緯４２２・６８９８（午前９時～午後９時）

へ。

第２ ５回市民親睦
スローピッチソフトボール大会
～市ソフトボール連盟主催
　▼日時　６月３日（日）午前８時から▼
会場　西中学校ほか▼参加費　連盟会員１
チーム２，４００円、非会員１チーム３，６００円（抽

選会の際に持参してください）▼抽選会　
５月２６日（土）午後７時からスポーツセン

ターで

　詳しくは赤羽根緯４７４・７１１０（夜間）へ。

科学の本のよみきかせ
「くうきをとばせ」
　▼日時　５月１２日（土）午前１０時～１１時
▼会場　東部地域センター講習室◆当日直

　詳しくは健康課保健サービス係緯４７７・
００２２または予防係緯４７７・００３０へ。
さわやか健康料理講座
（栄養改善推進事業）
　テーマは「春の祝い寿し」です。献立は、

バラの花ずし、高野豆腐の炊き合わせ、ご

ま酢和え、五月わん、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　５月１６日（水）＝わくわ
く健康プラ

ザ、５月２９

日（火）＝

中央公民館、

いずれも午

前９時４５分～午後１時▼定員　先着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５月１日（火）から電話で保

健サービス係へ

　☆ウルトラトレーナー大会＝１２日（土）
午後４時～４時半。個人戦、２～３人の団

体戦で記録にチャレンジしよう。小学生２０

人。

　☆おはなしの日＝５月１日、８日、１５日、
いずれも火曜日、午後４時から。絵本の読

み聞かせ、素話、手遊び。小学生。

　☆囲碁の日＝２日、９日、いずれも水曜
日、午後３時から。囲碁に挑戦してみよう。

小学生。指導は囲碁連盟。

　☆すこやかタイム＝７日、１４日、いずれ
も月曜日、午前１０時半から。体をいっぱい

動かして遊ぼう。３歳児。

　☆幼児のつどい＝１０日（木）午前１０時半
～１１時半。砂遊び。幼児。

　☆アトリエくぬぎ＝２８日（月）～６月１
日（金）が午後２時半～４時半。６月２日

（土）が午前９時半～１１時半。皮工作（キ

ーホルダー作り）。小学生。各日８人。　※

５月９日（水）午後３時から申し込み受け

付け。

　☆おはなしの日＝５月２日（水）午前１１
時から。絵本の読み聞かせ、手遊び。幼児。

　☆卓球大会＝２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。

　☆子どもまつり準備会＝２日、９日、い
ずれも水曜日、午後３時半からと１２日（土）

午後３時から。　※５月１３日（日）の子ども

まつりの舞台でダンスをするお友達を募集。

小学生。　

　☆防災教育の日＝９日（水）午前１０時か

○わくわく赤ちゃん広場
　▼日時　 ５月８日（火）午前１０時～正午
▼会場　子ども家庭支援センター▼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

○よちよちあんよの会
　▼日時　５月２２日（火）午前１０時～正午
▼会場　わくわく健康プラザ集会室３▼対
象　１歳児とその保護者◆当日直接会場へ
○手作り布おもちゃの会
　▼日時　５月１日、１５日、いずれも火曜
日、午前１０時～正午▼会場　子ども家庭支
援センター　※指導は「ののはな文庫」。▼

対象　乳幼児の保護者◆当日直接会場へ
　詳しくは同センター緯４７１・０９２０へ。

　発熱は、小児によくみられる症状の一

つで、特に夜間、医療機関を受診する際

の症状としては、最も頻度の高いもので

す。しかし、発熱の原因については、ほ

とんどが比較的軽症の上気道炎（いわゆ

る風邪）によるものです。高熱でも、医

療機関での緊急の対応を必要とするもの

は非常にまれです。このため、夜間、発

熱時の初期対応としては、家庭での対応

でも十分なことが多く、日ごろからこの

対応に習熟しておくことが大切です。

　今回はこの「小児の発熱」についてお

話ししたいと思います。

　家庭では、発熱のごく初期で悪寒があ

り、寒がっているときには少し暖めても

構いません。しかし、悪寒が無くなった

ら、本人が楽になるよう、冷やして、涼

しくしてあげることが基本です。部屋は、

大人が過ごしやすい室温で結構です。夏

場はクーラーをかけても構いません。衣

類や掛け布団も通常より薄めにしてくだ

さい。

　発熱時は体の水分が不足するため、こ

まめに水分補給をしてください。水分を

十分摂取できないと、脱水症状に陥る危

険があるため、日本古来の「夏でも部屋

を暖かくして、布団やタオルでぐるぐる

巻きにして発汗させ、熱を下げる」とい

う方法は取らないようにしてください。

嫌がらない限り、氷枕、冷たいタオル等

で冷やしてください。

　解熱剤については、解熱剤を使用した

時のほうが、ウイルスの活動期間と症状

が長引く傾向のあることが報告されてい

て、必ずしも解熱剤の使用が病状の早期

回復にはつながりません。水分を十分摂

取できない場合や、睡眠が十分にとれな

いときのみ、必要最小限で使用すること

が大切です。

　一方、注意が必要な発熱としては、生

後６カ月未満の乳児（特に生後３カ月未

満）▽５日以上続く発熱▽けいれんや繰

り返す嘔（おう）吐▽呼吸がおかしい、

顔色が悪いなどの症状を伴う場合▽心疾

患▽神経疾患などの基礎疾患を持つお子

さん、などが挙げられます。このような

お子さんについては、早期の医療機関へ

の受診が必要です。　 （東久留米医師会）

ら。災害等を想定して、避難訓練をします。

幼児・小学生。

　☆幼児のつどい＝１０日（木）午前１０時半
～１１時半。体育遊び。幼児。

　

　☆おはなしの日＝５月１日、８日、１５日、
いずれも火曜日、午前１１時から。絵本の読

み聞かせ。２・３歳児。

　☆幼児のつどい＝１０日（木）午前１０時半
～１１時半。「楽しくあそぼう」。歌、体操、

手遊びなど。３・４歳児。

　☆おはなし会＝１１日（金）午後３時から。
絵本の読み聞かせ。小学生。

　☆サッカーＰＫ対決＝５月５日（祝）午
後２時から。サッカー自慢の館長を倒せ。

小学生。　※受け付け中。

　☆おはなしの日＝７日（月）午後４時か
ら。紙芝居、絵本など。小学生。

　☆おはなしの日＝８日（火）午前１１時か
ら。手遊び、紙芝居、絵本など。幼児。

　☆ドッジボールの日＝９日（水）午後３
時半から。全面使ってみんなでドッジボー

ルをしよう。小学生。　※当日受け付け。

　☆卓球大会＝９日（水）午後５時半～６
時半。トーナメント戦。中学生・高校生。

試合開始前に申し込みを。

　☆幼児のつどい＝１０日（木）午前１０時半
～１１時半。親子で楽しく工作。１歳～４歳

児。

　☆しゃべり場＝１２日（土）午後５時半～
６時半。１９日（土）のクッキングタイムの

準備と１９年新企画についての話し合い。中

学生・高校生。

臨時休館のお知らせ
　滝山・くぬぎ・中央・けやきの各児童館

は、５月１６日（水）午前中は職員研修のた

め休館します。午後１時から開館します。

接会場へ

　詳しくは東部図書館緯４７０・８０２２へ。

大人のためのおはなし会
　いつもは子どもたちが参加しているおは

なし会を、大人も楽しんでみませんか。中

央図書館のおはなし会でお話をしているボ

ランティアや同館職員が、楽しいおはなし

会を大人のために開催します。ぜひご参加

ください。

　▼日時　５月１７日（木）午前１０時半～正
午▼会場　中央図書館１階おはなし室▼参
加費　無料◆当日直接会場へ　※大人向き
（小さなお子さんは参加できません。保育

なし）。

　詳しくは同館緯４７５・４６４６へ。

5月2日（水）～5日（祝）
返却ポストを閉鎖します
　東久留米駅西口と

東口に設置している

図書館の返却ポスト

は、５月２日（水）

～５日（祝）は閉鎖

します。ご不便をお

掛けしますが、ご協

力をお願いします。

5月の休館日　
　中央・滝山・ひばりが丘・東部図書館と

も１日（火）・３日（祝）・４日（祝）・７日

（月）・１４日（月）・１５日（火）・２１日（月）・

２８日（月）です。

　詳しくは中央図書館緯４７５・４６４６へ。

　救急車の出動件数は、増加傾向にあります。この中には緊急性の

低いものも少なくないのが実情です。

　消防本部では、休日・夜間の病院情報（場所・診療科目等）を案

内しています。また、緊急性がない通院・受診、入退院や病院間の

転院搬送等の際は、民間救急やタクシーをご利用ください。「東京民

間救急コールセンター」で案内しています。

　救急車の適正利用にご協力をお願いします。

　詳しくは消防本部緯４７１・０１１９へ。

東京民間救急コールセンター
民間救急に関する

問い合わせナビダイヤル
緯０５７０・０３９・０９９

ＰＨＳ等ナビダイヤルが
使用できない場合
緯０３・３２６２・００３９

救急車の適正利用にご協力を～民間救急のご案救急車の適正利用にご協力を～民間救急のご案内内

　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 中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１（　　　　　　　　）

け　や　き 大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３（　　　　　　 　）

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

No.112　小児の発熱について

皆さんのご協力を
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　公募の市民６人が企画･執筆し、年２回

発行している情報誌「ときめき」をご存

じですか。

　家庭、地

域、職場で

男らしさ･

女らしさに

縛られずに、

能力を生か

したその人

らしい生き

方を実現するにはどうしたらよいかなど

について、共に考えるきっかけづくりを

している情報誌です。

　男女共同参画宣言都市にふさわしい

「わがまちづくり」に、情報誌の編集を

通して参加してみませんか。

　月１回程度、会議に参加していただく

ほか、取材や地域情報の提供をお願いし

ています。

　【応募資格】市内在住・在勤・在学で２０
歳以上の方

　【募集人数】若干名。書類選考の上、決
定します

　【任期】２年間
　申し込みは応募の動機を８００字程度に

まとめ、住所･氏名･年齢･電話番号を書い

て、〒２０３－８５５５、市役所生活文化課あ

て郵送または電子メールで

　詳しくは同課男女共同参画係緯４７０・

７７３８へ。

ガ イ ド

薬湯の日“ショウブの湯”
　▼日程　５月５日（祝）▼時間・会場　
第二喜多の湯（幸町１－５－１０）が午後３

時～１１時、源の湯（東本町７－６）が午後

３時半～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。　

多摩六都科学館5月のイベント
申し込みは、〒１８８－００１４、西東京市芝久
保町５－１０－６４、多摩六都科学館へ。
○科学館ボランティア募集
　子どもと遊ぶのが好きな方、科学教育に

興味のある方、科学館の仕事をしてみませ

んか。活動は無償ですが、交通費実費相当

を支払います。また、同館の費用でボラン

ティア保険に加入していただきます。

　▼定員　①一般ボランティア（展示室の
案内や教室の企画運営など）＝２０人②ジュ

ニアボランティア（小学５年生～高校生）

＝１０人◆申し込みは５月３１日（木）までに

（必着）、同館で配布の応募用紙（同館ホー

ムページからも取得可）に必要事項を書い

て、直接同館へ持参または郵送を。　個別に

面談を行い、採用を決定します。面談日程

第3回わんぱく相撲・東久留米場所開催
～みんなで相撲を楽しもう

　青少年の健康で健や

かな心を育成すること

を目的に、「第３回わんぱ

く相撲東久留米場所」を

開催します。

　小学４年～６年生の

男子優勝者は都大会に出場できます。

　小学生の皆さんの参加をお待ちしていま

す。

　▼日時　６月２日（土）午前１０時半開会
（９時半開場、受け付け開始）▼会場　ス
ポーツセンター▼対象　市内在住・在学の
小学生男女

　申し込みと詳しくは東久留米青年会議所

「次世代育成委員会」・栗原緯０９０・６４５５・

５５１５へ。

第5回多摩ブルー・グリーン賞を
実施
　多摩地域の中小企業の活性化と地域経済

の振興に寄与することを目的とした、「第５

回多摩ブルー・グリーン賞」を実施します。

　優れた技術・製品を表彰する「多摩ブル

ー賞」、新しいビジネスモデルを表彰する

「多摩グリーン賞」があり、各最優秀賞に

副賞１００万円、各優秀賞に副賞５０万円を贈呈

します。また、今回、高齢社会への積極的

な対応や取り組みについて表彰する高齢者

支援特別賞「社団法人日本フィランソロピ

ー協会理事長賞」を新設しました。

　▼応募資格　多摩地区およびその周辺地
域に事業拠点を置く中小企業・個人事業主

等▼募集期間　５月１日（火）～９月２０日
（木）▼主催　多摩信用金庫▼後援　経済
産業省関東経済産業局、都、多摩地域およ

びその周辺の各市町村・各商工会議所・各

商工会、ほか

　詳しくは同賞事務局（たましん法人テレ

フォンセンター）緯０４２・５２６・７７３９へ。

求職活動支援セミナー
　ハローワーク三鷹と都労働局では市と共

第8回
オープン女子ダブルス卓球大会
～市卓球連盟主催
　▼日時　５月２６日（土）午前９時開場▼
会場　スポーツセンター▼種目　女子ダブ
ルス▼参加費　１組２，０００円▼競技方法　
３組または４組によるリーグ戦後、トーナ

メント戦◆申し込みは５月１０日（木）まで

に（必着）、現金書留または郵便定額小為替

で参加費と、住所・氏名・年齢・電話番号

を書いた用紙を、〒２０３－８７９９、東久留米

郵便局留、大森光男あて郵送を

　詳しくは大森緯４７２・２３７７または木村緯

４７４・８４４８へ。

「社協塾」第4期　受講者募集
新企画「えんぴつ画」講座も好評！
　社会福祉協議会では、５５歳以上の市民の

皆さんを対象に、昨年６月にオープンした

中央町地区センターや各地区センターで開

催している「社協塾」の第４期（６月～９

月）受講者を募集します。第２期から開講

した「えんぴつ画」講座をはじめ、「太極

拳・コーラス・フォークダンス・文学・書

道」の各講座があります。

　詳細は各地区センターにある案内をご覧

ください。

　詳しくは同協議会社協塾担当緯４７９・

５５５０へ。

シルバー人材センター
パソコン教室6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。

　詳細は東部・南部・西部の各地域センタ

ー、各地区センターでチラシをご覧くださ

い。

　▼コース　「パソコン入門」全４回▽「ワ
ード初級」全４回▽「ワード中級」全４回

▽「メールとインターネット」全２回▽

「暑中見舞い」全２回　※各コースとも１

回２時間半。◆申し込みは５月１８日（金）

までに（必着）、往復はがきに希望月・コー

ス名・住所・氏名・電話番号を書いて、〒

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緯４７５・０７３８へ。

東久留米市
ファミリー・サポート・センター
サポート会員説明会
　▼日時　５月１６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 cm×横２ ．０ cmの顔写真１枚（会員証

を作成します）　 ※保育あり。利用する場

合は、３日前までに同センターへ予約を。

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

同センター事務局緯４７５・３２９４へ。

福祉オンブズパーソン募集
　東久留米福祉オンブズの会は、福祉サー

ビス利用者の苦情解決支援や施設訪問など

をする福祉オンブズパーソンを募集してい

ます。

　▼応募資格　市内在住・在勤の２０歳以上
で、「団塊定年者」など比較的自由に時間が

取れる方。書類と面接で選考します▼締め
切り　５月３１日（木）
　申し込みと詳しくは社会福祉協議会地域

福祉係緯４７３・０２９４へ。

地域福祉情報誌「かがやき」
春季号（39号）発売中！
　今号の特集「ボランティア活動でいきい

きライフ！」は、地域のニーズにアンテナ

を向けてボランティアに取り組む思いやき

っかけを探る座談会をリポート。さらに新

設の福祉施設「ケア東久留米」などの紹介

のほか、学校へ農地利用による地域の子育

催で、就職活動中の皆さんへの支援事業の

一環として、求職活動支援セミナーを開催

します。参加費用は無料です。ぜひご参加

ください。

　▼日程・内容　①５月２８日（月）＝「就職
活動準備と自己理解・職業理解編」②５月

２９日（火）＝「履歴書・職務経歴書の書き方

編」③５月３０日（水）＝「面接対策編」　 ※

定員内で上記①～③のすべてのセミナーを

受講できます。

《共通事項》
　▼時間　午後１時半～３時半▼会場　市
役所７階７０１会議室▼定員　各回先着５０人
▼持ち物　筆記用具、雇用保険受給中の方
は「雇用保険受給資格者証」◆申し込みは

平日の午前９時～午後５時に電話でプリ

マ・マネージメント・サービス株式会社

（運営委託先）緯０１２０・５４９・３５０へ。

　詳しくは同社へ。

都立久留米養護学校・学校公開
　▼日時　５月１２日（土）午前９時半～午
後零時半▼所在地　野火止２－１－１１（「久
留米高校前」バス停から徒歩２分）▼内容
　授業公開と学校施設見学▼対象　小・中
学生とその保護者、関係機関の方、その他

病弱特別支援学校に関心のある方

　申し込みと詳しくは同校副校長・山田緯

４７１・０５０２へ。　

青い鳥郵便葉書の無償配布
　日本郵政公社は、身体障害を持つ方およ

び知的障害を持つ方の福祉に対する国民の

理解と認識をさらに深めることを目的とし

て、重度の身体障害（1級または２級）また

は重度の知的障害（療育手帳に「Ａ」「１

度」「２度」と表記）を持ち、希望される方

に青い鳥をデザインしたオリジナル封筒に

通常郵便はがきを入れて、無料で差し上げ

ます。

　▼受付期間　５月３１日（木）まで▼配布
はがき　通常郵便はがきで、「くぼみ入り」
「無地」「インクジェット用」のいずれか1

種類▼配布枚数　一人２０枚◆申し込みは住
所または居所の近くの郵便局に身体障害者

手帳または療育手帳を提示し、所定の用紙

（郵便局、児童相談所等で配布）に必要事

項を書いてください（代理の方も可）。郵便

でも申し込みできます

　はがきは、住所または居所を受け持つ集

配郵便局から郵送します。　ただし、同局に

直接申し込んだ場合は、その場でお渡しし

ます。

　詳しくは東久留米郵便局郵便課緯４７３・

６１８３へ。

等は後日連絡します

○大学生と学ぶ物理実験
～東京工業大学・柴田研究室共催
　身近な物理現象をテーマに、大学生が企

画し直接教えてくれる実験教室です。詳し

い内容はホームページ等で随時更新します。

　▼日時　５月２７日（日）午後１時半～３
時半▼会場　科学学習室▼対象　中学生・
高校生▼定員　２４人（応募者多数の場合は
抽選）▼参加費　無料◆申し込みは５月１５
日（火）までに（必着）、はがきに教室開催

日・教室名・住所・氏名（ふりがな）・会員

番号（友の会会員のみ）・年齢（学年）・電

話番号を書いて、同館へ

○天体観望会〈土星と金星を見てみよう〉
　双眼鏡や望遠鏡を使って、土星や金星を

見てみませんか。

　▼日時　５月２６日（土）午後７時～８時
半（予定）　 ※雨天・曇天の場合は５月２７

日（日）に順延。▼対象　小学生以上（小
学生は保護者同伴）▼定員　１００人（応募者
多数の場合は抽選）◆申し込みは５月１６日

（水）までに（必着）、往復はがきにイベン

ト名・住所・参加者氏名（全員）・年齢（学

年）・電話番号を書いて、同館へ

　詳しくは同館緯４６９・６１００へ。

市民映画会「フラガ－ル」
大人にも子どもにも楽しい、昨年度第３０回
日本アカデミ－賞最優秀作品賞受賞作品～
４０年の時を越え語られる奇跡の実話！
　▼日時　６月２３日（土）、１回目＝午前１１
時から、２回目＝午後２時から、３回目＝

午後５時から　※開場はいずれも３０分前。

▼会場　中央公民館ホール▼上映作品　フ
ラガ－ル▼出演　松雪泰子、豊川悦司、ほ
か▼入場料　前売券９００円（当日券１，１００円）
▼販売場所　東部・南部・西部の各地域セ
ンター、バオバブ（中央公民館内）、くるめ

の家（スポーツセンター内）、證文堂、ジン

ドー文具店▼主催　ＮＰＯ法人東久留米市
文化協会▼後援　東久留米市
　詳しくは文化協会事務局緯４７７・４７００（火

曜～金曜日の午後１時～５時）または村岡

緯４７３・８３８４へ。

「榛名だより」はお休みします。

てや特別支援教育の現況など盛りだくさん

の地域情報をお届けします。

　▼最新号の発売場所　社会福祉協議会事
務局（わくわく健康プラザ２階）、中央町地

区センター、市民プラザ、東部・南部の各

地域センター、やまもと書店（東久留米駅

舎内）、ブックセンター東久留米（ラピタ店・

滝山店）▼価格　２８０円
　詳しくは社会福祉協議会緯４７１・０２９４へ。
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　　◆生活文化課メールアドレス　　
seikatsubunka@city.higashikurume.lg.jp

男女共同参画情報男女共同参画情報誌誌
「ときめき「と き め き」」


