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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（http://www.city.higashikurume.lg.jp）
のご意見箱（左メニュー「ご意見・お問い合わせ」
から）

27.　6.　15

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。

【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２７年６月１日現在＞　人口１１７,０３２人（うち外国人１,７６０人）／前月比１４増
男５７,３６０人／前月比３増　女５９,６７２人／前月比１１増　世帯数５２,７５６／前月比３２増

第69回市民のための医療講座
「穏やかな終末期を迎えるためには
〜一度開始した人工呼吸器や胃 瘻 

ろう

を中止することは可能？〜」
　a６月２７日（土）午後２時〜４時b
市役所７階７０１会議室f先着１００人d
日本尊厳死協会副理事長の鈴木裕也氏、
司会は東久留米市医師会会長の石橋
 幸滋 氏g無料k当日直接会場へl健
ゆきしげ

康課緯４７７・００２２
飼い犬の狂犬病予防注射はお済み
ですか
市獣医師会加入の動物病院で飼い犬の
登録もできます
　生後９１日以上の飼い犬は、飼い始め
た日から３０日以内に登録し、年１回の
狂犬病予防注射を受けることが狂犬病
予防法で定められています。
　東久留米市獣医師会に加入している
下表の動物病院では、予防注射や注射
済票の交付、新規登録の手続きができ
ます。また、犬が死亡したときや、所
有者住所などの登録内容に変更がある
場合は、健康課予防係緯４７７・００３０へ
連絡してください。
　g注射済票交付５５０円▼注射済票再

交付３４０円▼新規登録３,０００円▼鑑札再
交付１,６００円j予防注射料金は各病院
へ問い合わせてくださいl同係
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、２７年度は、
次の方を対象に勧奨を行います。
　e１６歳・１７歳（１０年４月２日〜１２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
しんは近年、流行が継続しています。
２７年度は、次の方を対象に勧奨を行い
ます。
　e第１期＝２６年４月１日〜２７年３月
３１日生まれの方▼第２期＝２１年４月２
日〜２２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
防接種することをお勧めします。なお、
対象者で通知が届かない場合は、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
　a６月２４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
e２７年１月１日〜３１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
３〜４カ月児健診・産婦健診
　a６月２５日（木）午後０時半〜１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２７
年２月５日〜２５日生まれの乳児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
　a７月２日（木）午後０時半〜１時

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）

半受け付けbわくわく健康プラザe２５
年１１月２８日〜１２月２１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
　a７月３日（金）午後１時半〜３時
半bわくわく健康プラザc乳幼児期〜
高齢期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h健康診断の結果表、食事記録など
kl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＝ace６月１８日
（木）午前１０時半〜１１時１５分が「スタ
ンプ遊び」。２歳児。２５日（木）午前１０
時半〜１１時半が「スタンプ遊びと４・
５・６月生まれの誕生会」。３歳児

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

　☆おりがみたいむ＝a２９日（月）午
前１０時半〜１１時半c折り紙を楽しみな
がらお話ししましょうe幼児d大泉光
子氏
　☆ベビーマッサージ＝a７月１５日
（水）午前１０時半〜１１時半b集会室e
首が据わる頃〜ハイハイ程度の乳児と
その保護者f８組d鈴木あゆみ氏g無
料hバスタオル、お出掛けセットk７
月１日（水）午前９時から受け付け
（電話可）
　☆えんにちスリラー館＝a７月２５日
（土）午後１時半〜４時と２６日（日）午
前１１時〜午後２時cおばけ屋敷、お店
屋さんなどe幼児〜高校生年代f３００
人j小学生のお手伝い受け付け中k７
月１日（水）午前９時から、参加券
（無料）配布（電話不可）
　☆臨時閉館のお知らせ＝７月２２日
（水）〜２４日（金）は「えんにちスリ
ラー館」準備のため、遊戯室・育成室
は利用できません。また、２５日（土）・
２６日（日）は、通常利用できません

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）
　６月２１日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　６月２８日＝福山内科クリニック（新川町１－９－２２、緯４７０・９１７７）
【歯科】
　６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）
　６月２１日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　６月２８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）
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土金木水火月日

６６５４３２１

１１３３１２１１１０９８７７

２２００１９１８１７１６１５１１４４

２２７７２６２５２４２３２２２２１１

３０２９２２８８
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土金木水火月日

４４３２１

１１１１１０９８７６５５

１１８８１７１６１５１４１３１１２２

２２５５２４２３２２２１２２００１１９９

３１３０２９２８２７２２６６

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

「広報ひがしくるめ」のこの場所
に広告を掲載しませんか

　▼発行部数　約５万１,７００部（市内全
戸配布）▼掲載料　１枠（１号当たり）
４万円▼ご注意　広告デザインは広告
主で作成していただきます▼規格　縦
９８mm×横５６mm、カラー刷り▼掲載号　
８月を除く各月１５日号（１月は７日号）
　申し込みは、所定の申込書（秘書広
報課〈市役所４階〉で配布中）に必要
事項を記入の上、〒２０３－８５５５、市役
所秘書広報課宛て郵送、または電子メ
ール（hishokoho@city.higashikurume.
lg.jp）、ファクス（４７０・７８０４）、直接同
課へ持参してください。
　※申込書は市ホームページからも取
得できます。
　詳しくは同課☎４７０・７７０８へ。

予防注射、注射済票の交付、新規登録ができる動物病院
電話番号所在地病院名

４７１・００３１中央町
４－８－１０

い そ べ
動 物 病 院

４５３・８１１１中央町
２－６－５０

か ざ ま
動 物 病 院

４７４・０５３３東本町
４－９

田 中
動 物 病 院

４７３・７０７８中央町
１－１－４９

ト オ ヤ
動 物 病 院

４７１・６３０６中央町
１－３－１山村獣医科

４７７・３４４３八幡町
３－３－１２

く る め
動 物 病 院

４７５・５５６２下里
５－９－１５

ど ん ぐ り
動 物 病 院
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　☆なかよし広場＝a６月２３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、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e０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
　☆上の原♡赤ちゃん広場＝a７月３
日（金）午前１０時〜１１時半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
 

大人が楽しむおはなし会・30周年
記念おはなし会
　滝山図書館と滝山おはなしの会で共
催している「大人が楽しむおはなし会」
が、今年で３０周年を迎えました。お誘
い合わせの上、来場ください。
　a６月２８日（日）午前の部が午前１０
時半から、午後の部が午後２時半から
（午前と午後で内容が異なります）b
西部地域センター３階第２・第３講習
室e大人向けg無料j駐車場はありま
せんkl滝山図書館緯４７１・７２１６へ
 

着衣泳教室
〜水難事故から命を守る〜
～スポーツセンター主催
　衣服のまま水に落ちてしまったら、
どのように対応すべきか体験します。
　a７月５日（日）午前１０時〜１１時半
bスポーツセンタープールe小学生以
上f先着２０人g５００円h水着、水泳帽、
タオル、衣服（長袖・長ズボン）、空き
ペットボトル（２ℓ）k６月１５日（月）
から同センターへ直接申し込みをl同
センター 緯４７０・７９００。　※当日の午前
９時〜正午は貸し切り利用のため、同
センタープールの一般開放は中止しま
す。正午から開放します。
夏休み短期水泳教室
～スポーツセンター主催
　５日間の集中レッスンで、効果的な
泳力向上を目指します。なお、同セン
ターの泳力判定により実施します。種
目などの希望は考慮できませんので、
ご了承ください。
　aＡコース＝７月２０日（祝）〜２４日
（金）、Ｂコース＝７月２７日（月）〜３１日
（金）、Ｃコース＝８月３日（月）〜７
日（金）。時間はいずれも午前７時半〜
９時bスポーツセンターe小学生（同
センターのスイミング教室に通ってい
る方は中級６級まで）f各コース３０人
（応募者多数の場合は抽選）g３,２４０円
と施設利用料５日分k７月７日（火）
までに（必着）、往復はがきに教室名・

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

希望コース・住所・氏名・年齢（学
年）・電話番号・保護者氏名、教室参加
経験者は認定級（返信用にも住所・氏
名）を記入の上、〒２０３－００１１、大門
町２－１４－３７、スポーツセンター宛て
郵送をl同センター緯４７０・７９００
夏季市民オープンバスケットボー
ル大会
～市バスケットボール連盟主催
　a７月２０日（祝）、８月２日（日）・
９日（日）のいずれも午前９時〜午後
６時５０分bスポーツセンターe市内
在住・在勤の１８歳以上の方（高校生は
不可）で編成されたチームg１チーム
につき登録費３,０００円、参加費５,０００円j
抽選会および総会は７月４日（土）午
後６時半〜８時に、同センター３階で
kl同連盟事務局・貫井清三緯４７４・
１１１１へ
夏期ジュニアテニス（硬式）教室
～市体育協会・財団法人東京都体育協
会主催、市テニス連盟主管
　今年の夏休みはテニスをマスターし
よう。
　a全４回。７月２１日・２８日、８月４日・
１１日（予備日は１８日）のいずれも火曜日、
午前９時〜１１時（集合は８時４５分）b
小山テニスコートe市内在住の小学５
年〜中学３年生でテニスに興味のある
方（初心者可、初心者と経験者はクラ
ス分けをします）f４０人（応募者多数
の場合は抽選）g無料k７月１５日（水）
までに（消印有効）、往復はがきに教室
名・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、
スポーツセンター内、市体育協会事務
局宛て郵送を（電話不可）l同協会事
務局緯４７０・２７２２
 

健康づくり推進部会
東くるめのやさい博士になろう！
　東久留米で取れた旬の野菜を食べて、
クイズに答えて「やさい博士」になり
ましょう。野菜を使った、おいしいケ
ーキも作ります。
　a７月４日（土）午後１時半〜４時
bわくわく健康プラザ１階調理実習室
e小学生とその保護者。小学４年生以
上は子どもだけの参加も可（確認事項
あり）f先着４０人g無料hエプロン、
三角巾、タオル、筆記用具、飲み物kl
６月３０日（火）までに、電話で健康課
保健サービス係緯４７７・００２２へ
第６回親子で楽しむ音楽会
「マリンバ・打楽器アンサンブル」
　a７月１１日（土）午後２時からb東
部地域センター講習室c第１部＝コン
サート▼第２部＝「みんなで一緒にリ
ズムで遊ぼう！！」。出演はクラッパーズ
g大人５００円、子ども２００円（３歳児未
満は無料）k入場券は同センター窓口
で頒布中l同センター緯４７０・８０２０

 

　☆幼児のつどい＝ac６月１８日が
「小麦粉粘土遊び」。２５日が「リトミッ
ク」。いずれも木曜日の午前１０時半〜１１
時半e幼児j動きやすく、汚れてもい
い服装で
　☆きらら＝a１９日（金）午前１０時半
からc幼児のつどいの参加シールを作
りながら子育ての情報交換をしますe
幼児とその保護者
　☆将棋大会＝a２４日（水）午後３時
からe小学生d東久留米市将棋研究会
k当日受け付け
　☆赤ちゃんといっしょ！だっこでお
はなし＝a２６日（金）午前１０時半〜１１
時c絵本の読み聞かせとわらべ歌e０
歳児とその保護者
　☆夏まつり実行委員会＝a２７日（土）
午後２時からc７月４日（土）の「夏
まつり」に行う盆踊りの練習やお店の
最終確認をしますe小・中学生
 

　☆おはなしの日＝a６月１６日・２３日
のいずれも火曜日、午前１１時〜１１時２５
分c絵本の読み聞かせや手遊びなどe
幼児dみくりおはなしの会
　☆赤ちゃん広場＝ac１７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。２４日が「ベビーマッサージ」。講
師は渡辺直子氏。バスタオル、おむつ、
飲み物（母乳可）持参。オイル代２００円。
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各先着２５組k
ベビーマッサージは６月１７日（水）午
前９時から受け付け（電話可）
　☆幼児のつどい＝ae１８日が１歳
児。２５日が２歳〜４歳児。いずれも木
曜日の午前１０時半〜１１時半c「テクテ
クかたつむり工作＆６月の誕生日会」
　☆なつまつり工作＝a２０日（土）〜
７月３日（金）の午前１０時からc「な
んちゃって！！ふうりん」。紙コップで
風鈴を作って、夏まつりに飾りましょ
うe幼児〜高校生年代
　☆なつまつり＝a７月４日（土）午
後１時５０分から（１時半から受け付け）
cゲームコーナー・お化け屋敷・食べ
物コーナーなどe４歳児（保護者同伴）
〜高校生年代h参加券、靴袋、荷物を
入れる袋j子どもスタッフ（小学２年
生以上）を募集中k６月１３日（土）午
前１０時から、参加券（１枚１５０円。先着
２００枚）を頒布（電話不可）。　※当日午
前中は準備のため閉館します。午後５
時から通常開館します。
 

　☆ぴよぴよママの会＝a６月１７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e０歳児と
その保護者j保育あり（定員３人。１
週間前〜前日に要予約）

（ ）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

　☆おはなしの日＝a１７日（水）午後
３時４５分〜４時１５分c楽しい読み聞か
せe幼児〜小学生d水曜おはなし会k
当日受け付け
　☆幼児のつどい＝ace１８日（木）
午前１０時半〜１１時１５分が「運動遊びと
６月の誕生会」。あひる（２歳６カ月〜
４歳児）。２５日（木）午前１０時半〜１１時
１０分が「七夕工作と６月誕生会」。うさ
ぎ（１歳１カ月〜２歳６カ月児）
　☆ひばＣＡＦＥ＝a７月３日（金）
午前１０時半〜１１時半cひばり保育園の
看護師さんとお話ししましょうe乳幼
児とその保護者f先着１２組k６月２６日
（金）午前１０時から受け付け
　☆ひばりまつり＝a７月１２日（日）
午後１時２０分〜３時半cゲーム、工作、
食べ物、お化け屋敷、太鼓演奏などe
４歳児（保護者同伴）〜高校生年代k
６月２０日（土）午前１０時から参加券
（１枚１００円。先着２００枚）を頒布（電
話不可）。　※前日の午後と当日は通常
利用できません。
 

子どもショートステイのご案内
　子育て中の方が、病気、出産、冠婚
葬祭、育児疲れなどで、一時的にお子
さんの養育に困ったときに利用できま
す。
　c利用日数・時間は次の通り。①宿
泊＝１回につき６泊７日まで。原則、
午前１０時〜翌日午前１０時②日帰り＝原
則午前１０時〜午後８時b市が委託して
いる近隣市の児童養護施設e１歳６カ
月児〜小学６年生f１日２人以内g①
が、１泊につき２歳児以上３,５００円、２
歳児未満４,０００円。②が、１回につき２
歳児以上２,５００円、２歳児未満３,０００円。
なお、生活保護世帯、市民税・都民税
非課税世帯は免除あり。食費は１食に
つき４００円（実費）kl利用希望日の
７日前までに（緊急の場合を除く）、子
ども家庭支援センター緯４７１・０９１０へ
 

　赤ちゃんを連れて遊びに来てくださ
い（月曜〜土曜日、午前１０時〜午後４
時半）。育児相談も受けます。
　☆なかよし広場＝a６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e０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＝ace２４
日が「はいはいの会」。６カ月〜１２カ月
児とその保護者。７月１日が「ねんね
の会」。６カ月未満児とその
保護者。いずれも水曜日、
午前１０時〜１１時半hタオル
j保育あり（各先着３人。予約制。６
月１５日〈月〉午前１０時から受け付け）
k当日直接会場へ

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

6
土金木水火月日

６６５４３２１

１１３３１２１１１０９８７７

２２００１９１８１７１６１５１１４４

２２７７２６２５２４２３２２２２１１

３０２９２２８８

7
土金木水火月日

４４３２１

１１１１１０９８７６５５

１１８８１７１６１５１４１３１１２２

２２５５２４２３２２２１２２００１１９９

３１３０２９２８２７２２６６

①プラネタリウムコンサート
「北欧の星空とクラシカルコーラス」
　a７月７日（火）午後６時半〜８時（６時１５
分開場）g大人５００円、子ども２００円（小学生は
保護者同伴）k６月２２日（月）までに（必着）、
はがきにイベント名・氏名・年齢（学年）・郵便
番号・住所・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
宛て郵送を。同館ホームページ（http://www.

tamarokuto.or.jp/）からも申し込みできます
②朗読プラネタリウム「銀河鉄道の夜」
　満天の星の下、朗読で宮沢賢治の名作「銀河
鉄道の夜」の世界へ出掛けてみませんか。
　a７月１２日（日）午後５時１０分〜６時１０分e
小学生以上（小学生は保護者同伴）f先着１８０人
g観覧付き入館券＝大人１,０００円、子ども４００円
j脚本・演出が山崎 巌 氏、朗読が多摩演劇・朗

いわお

読発展協会k当日直接会場へl同館緯４６９・６１００

多摩六都科学館
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活躍しています。相談費用は無料です。
気軽にご相談ください。なお、駐車場
の台数に限りがありますので、車での
来場はご遠慮ください。
　a６月２４日（水）午後１時半〜４時
b市役所１階屋内ひろばl生活文化課
市民相談・施設係緯４７０・７７３８
多摩小平保健所
健康づくり調理師研修会のお知らせ
　a①６月２９日（月）、７月７日（火）
の２日間▼②７月１７日（金）・２２日（水）
の２日間b多摩小平保健所c①が「野
菜たっぷりで食べやすいメニュー〜１
品で１日の目標量の１/３が摂れます
〜」、②が「おいしい料理をおいしく撮
ろう！」。①②共通＝「これでバッチリ
！食中毒をおこさないための注意点」
「野菜モリモリ食生活！〜高齢者にイ
キイキと過ごしてもらうために必要な
こと〜」e飲食店などで調理業務に携
わっている方d野菜ソムリエの井上憲
子氏、料理写真教室フェリカスピコ代
表の佐藤  朗 氏、保健所職員g①②各

あきら

５００円（当日集金）kl①は６月２２日
（月）まで②は７月１０日（金）までに、
電話で同所生活環境安全課保健栄養係
緯０４２・４５０・３１１１（内線２４５）へ
チャレンジボランティア講座
　ボランティア活動をサポートする講
座です。ボランティアについて学び、
希望者に高齢者福祉施設や障害者福祉
施設、保育園、ボランティア団体での
活動を紹介します。
（１）ボランティア講座
　ab次のいずれか１日に必ずご参
加を。７月１２日が中央町地区センター
第３・第４会議室。１９日がわくわく健
康プラザ２階社協会議室。いずれも日
曜日の午前９時半〜正午g２００円k当
日直接会場へ
（２）活動の申し込み（前記講座参加
者のみ受け付け）
　ab７月１２日が中央町地区センタ
ー第３・第４会議室。１９日がわくわく
健康プラザ２階社協会議室。いずれも
日曜日の午後１時半〜３時半g３００円
（ボランティア保険代）
（３）ボランティア活動
　a８月１日（土）〜３１日（月）。半日
から選択可e小学４年生以上の児童・
生徒・学生で、地域でのボランティア
活動をしてみたい方i受け入れ施設に
よって年齢制限などの条件があります
kl同協議会ボランティアセンター
緯４７５・０７３９または同センターホーム
ページ（http://www.higashikurume-
shakyo.or.jp/）へ
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〜
　利用者、協力者合同の説明会です。
　お子さんの送迎、見守りでお困りの
方に協力者がサポートする有償の地域
の助け合い活動です。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。どちらも一度説明会にご参加
ください。
　a７月２日（木）午前１０時からb生
涯学習センター集会学習室５h入会希
望者（保護者）の顔写真j保育あり
（土曜・日曜日を除く３日前までに要
予約）kl同サポート・センター事務
局緯４７５・３２９４へ
歳末たすけあい募金地域福祉活動
補助金第２回申請事業募集
　「より安心して心豊かに暮らせる地
域づくり」に向けて、市民が自主的に
取り組む活動に対し、その経費の一部
（補助対象経費の３分の２まで）を補

助する「２７年度歳末たすけあい募金地
域福祉活動補助金（第２回）」の申請事
業を募集します。対象となる事業・団
体・補助金額などの詳細は、募集要項
でご確認ください。
　a要項配布・申請期間＝７月１日
（水）〜３１日（金）の午後５時までに（必
着）b市社会福祉協議会事務局、中央
町地区センターkl同協議会地域福
祉担当緯４７５・０７３９へ
第210回東京都都市計画審議会の
傍聴者を募集します
　a９月２日（水）午後１時半からb
都庁会議室f１５人（事前抽選）i個人
のプライバシーに関わる案件などがあ
る場合は、会議が一部非公開となるこ
とがありますj付議予定案件は、都ホ
ームページ（http://www.toshiseibi.
metro.tokyo.jp/keikaku/shingikai/yo
tei.htm）または都都市計画課緯０３・
５３８８・３２２５へk８月１２日（水）までに
（消印有効）、往復はがき（１人１通の
み有効）に住所・氏名・電話番号を記
入の上、〒１６３－８００１、都都市整備局
都市計画課宛て郵送をl同課
「第13回多摩ブルー・グリーン賞」
募集
　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
た顕彰制度です。優れた技術・製品を
表彰する「多摩ブルー賞」と、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、受賞者限定の多摩ブルー・
グリーン倶楽部で、継続的なネットワ
ークも構築できます。
　主催は多摩信用金庫、後援は東久留
米市ほか。
　e多摩地域と周辺地域に事業拠点を
置く中小企業・個人事業主など▼募集
期間　９月４日（金）までkl多摩ブ
ルー・グリーン賞事務局緯０４２・３８９・
１１３３へ

第４回東久留米ドキュメンタリー
映画祭
　abc６月２０日（土）＝①午前１０時
から、東部地域センターで「世界の果
ての通学路」②午後２時から、西部地
域センターで「よみがえりのレシピ」
③午後４時半から、西部地域センター
で「世界の果ての通学路」▼６月２１日
（日）＝④午前１０時から、南部地域セ
ンターで「日本と原発」⑤午後２時から、
市民プラザで「ある精肉店のはなし」
⑥午後５時半から、市民プラザで「日
本と原発」g前売り券は１作品１,０００円、
２作品１,９００円、３作品２,７００円、４作品
３,５００円。当日券１作品１,２００円。子ども
５００円i各会場３０分前に開場k入場券
は各会場で頒布中l市民プラザ緯４７０・
７８１３、東部地域センター緯４７０・８０２０、
西部地域センター 緯４７１・７２１０、南部
地域センター緯４５１・２０２１
アンコール・シネマ
～男女平等推進センター主催　
　「シネマｄｅおしゃべり」で好評の映
画を、トークとともにアンコール上映
します。
　a７月１７日（金）午前１０時〜午後０
時半b男女平等推進センター会議室c
上映映画「オフサイド・ガールズ」と
イランの話▼映画紹介＝映画制作当時、
女性がスタジアムで男子サッカーの試
合を観戦することを禁止していたイラ
ン。Ｗ杯最終予選を観戦するために少
女たちが考えた策とは。ルールに逆ら
って突き進む少女たちの奮闘が、いま
始まる（第５６回ベルリン国際映画祭銀
熊賞受賞）。監督はジャファル・パナヒ。
２００６年。９２分f先着２０人（要予約）d元
イラン在住のハギギ 志  雅  子 氏g無料j

し が こ

２歳〜未就学児の保育あり（定員５人。
６月１７日〈水〉〜７月８日〈水〉に要
予約）kl６月１７日（水）〜７月１３日
（月）に、電話または直接同センター

緯４７２・００６１（火曜日休館）へ
６月23日（火）〜29日（月）は
男女共同参画週間です
　今年のテーマは「地域力 × 女性力

かける

  ＝ 無限大の未来」です。
いこーる

　毎年６月２３日〜２９日の１週間を「男
女共同参画週間」として、『男女共同参
画社会基本法』の目的や基本理念につ
いて理解を深める機会としています。
　市では、男女共同参画社会の実現に
向けた取り組みを進めています。「男女
平等推進センター（フィフティ・フィ
フティ）」を拠点とし、年間を通じて相
談事業や講座などを開催しています。
　同センターではこの期間、「男女共同
参画社会」に関する図書の展示を行っ
ているので、ぜひ来館ください。
　l同センター緯４７２・００６１
くるくるチャンネル
「出張サポート」のご案内
　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、当サイトへ
の登録の仕方や、記事の作り方など、
皆さんへのサポートを行っています。
　a毎月第２・第４火曜日の午前９時
４５分〜１１時半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」
事務局開局日カレンダーで、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
特設行政相談所を開設します
　国・都・市などの行政機関やＪＲ・
ＮＴＴなどの公共性の高い法人、公的
行政機関から委任され補助金を受けて
いる法人などについて、苦情や意見・
要望はありませんか。そのようなとき
は、「行政相談委員」が相談に応じます。
　行政相談委員は、総務大臣から委嘱
された民間有識者で、身近なところで

れば割引する」などと言い、その場
で施術を決断するよう強く勧めるク
リニックが問題になっています。
　広告には、施術に対する心理的な
ハードルを低くするような表現がさ
れていても、医療サービスとは本来
「医師の医学的判断および技術をも
ってするのでなければ人体に危害を
及ぼし、または危害を及ぼす恐れの
ある行為」であり、リスクが伴うも
のです。
　費用の安さを強調した、うたい文
句や体験談などには、医療法のガイ
ドラインに違反するような表現もあ
ります。広告をうのみにせず、副作
用や効果の個人差など、施術料金や
手数料、解約料などの説明を受け、
納得した上で契約しましょう。
　美容医療は自分でクリニックに出
向いて契約することが多く、クーリ
ングオフや中途解約の適用がない場
合がほとんどです。勧誘時の問題な
どを基に解決方法を検討することに
なりますが、事業者が問題を認めな
いことも少なくありません。契約は
慎重に検討し、トラブルに遭った場
合は消費者センターにご相談くださ
い。
《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

美容医療サービストラブル
Ｑ．　美容外科クリニックの「二重ま
ぶた」のキャンペーン広告を見まし
た。話だけ聞こうと思い、出向いた
ら高額な料金の施術を勧められ、断
りきれずにクレジット払いで契約し、
その場で施術しました。施術後、ま
ぶたの幅に左右差が出来てしまいま
した。料金を払いたくありません。
Ａ．　美容医療の相談内容は「施術」
に関するものと「価格」に関するも
のに大別されます。
　近頃は、新聞や雑誌、フリーペー
パーやタウン誌などでキャンペーン
価格を宣伝し、実際にクリニックに
出向くと「その価格帯では仕上がり
がよくない」と説明され、キャンペ
ーン価格の何倍もする高額な施術を
契約してしまう相談事例が増えてい
ます。
　美容医療サービスは、不測のけが
や病気の手当てとは異なり、ほとん
どの場合、施術の緊急性はありませ
ん。ところが、消費者が高額を理由
に契約を断っても「クレジットカー
ドを利用すれば良い」「モニターにな


