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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（夜間・休日のみ）
◎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.　9.　15

9月21日（敬老の日）・22日（国民の休日）・23日（秋分の日）のごみ収集は
　９月２１日・２３日はいずれも祝日、２２日は休日ですが、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９月１日現在＞　人口１１６,８８３人（うち外国人１,７３４人）／前月比４５減
男５７,２７２人／前月比３３減　女５９,６１１人／前月比１２減　世帯数５２,７４３／前月比２増

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、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
特定健診、後期高齢者健診
健康診査を受けていない方へ
　主に生活習慣病（メタボリックシン
ドローム）予防のための健診を６月～
１０月に実施しています。次の対象に該
当する方は、１１月に市内の指定医療機
関で受診してください。なお、１０月特
定健診対象者（２月・３月生まれの方）
への通知は、９月下旬発送予定です。
　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、そのままでは
使用できません）②４月１日～８月３１
日までに新たに市の国民健康保険に加

入した４０歳～７４歳の方および後期高齢
者医療被保険者で他市から転入した方
k９月３０日（水）までに電話で、健康
課特定健診係緯４７７・００１３へl同係
３〜４カ月児健診・産婦健診
　a９月２４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５月１日～２４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
ＢＣＧ予防接種
　a９月３０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４月１日～３０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
１歳６カ月児健診
　a１０月１日（木）午後０時半～１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２６
年３月３日～２４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２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＝ae９月１７日（木）

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

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）

午前１０時半～１１時半が３・４歳児。２４
日（木）午前１０時半～１１時１５分が２歳
児c「４館合同運動会（１０月８日）の
練習と７・８・９月生まれの誕生会」
　☆絵本だいすき＝a１８日（金）午前
１１時～１１時２０分c絵本の読み聞かせ、
手遊びなどe幼児d渡辺和子氏、中林
のり子氏
　☆おはなし会＝ae１９日（土）午後
２時からが幼児（１人でお話が聞ける
お子さん向け）、２時半からが小学生c
絵本の読み聞かせなどb集会室d滝山
おはなしの会
　☆ひよこタイム＝ac２９日（火）午
前１０時半～１１時が「絵本の読み聞かせ、
わらべ歌など」、１１時～１１時半が「親子
の触れ合いタイム」e０歳～１歳児
 

　☆地域文化祭工作＝a９月１５日（火）
～２８日（月）の開館時間中cちぎり絵
工作（南町コミュニティ図書室地域文
化祭で展示した後、返却します）e小

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

学生k当日受け付け
　☆おはなしの日＝a１６日（水）午後
３時４５分～４時１５分c絵本の読み聞か
せや素話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＝ae１７日（木）午
前１０時半～１１時１５分があひる（２歳６
カ月～４歳児）。２４日（木）午前１０時半
～１１時１０分がうさぎ（１歳１カ月～２
歳６カ月児）c「４館合同運動会の練
習」j動きやすい服装で
　☆ネイチャーゲーム＝a１９日（土）
午後１時２０分～３時４５分c落合川で魚
取りや川観察e小学生f先着１０人hタ
オル、帽子、飲み物j汚れてもよい靴
と服装でk受け付け中（電話不可）
　☆リズムあそびの日＝a２６日（土）
午後３時～３時４５分e小学生f先着３０
人hタオル、飲み物、上履きj動きや
すい服装でk受け付け中（電話不可）
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土金木水火月日
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土金木水火月日
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広告欄　内容については広告主にお問い合わせください

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

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）
　９月２０日・２１日・２３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）
　９月２２日＝福山内科クリニック（新川町１－９－２２、緯４７０・９１７７）
　９月２７日＝いくせ医院（新川町１－４－１８、緯４７１・２３０４）
【歯科】
　９月２０日・２１日・２２日・２３日・２７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）
　９月２０日・２２日・２７日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　９月２１日・２３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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　☆赤ちゃん広場＝a１０月２日（金）
午前１０時〜１１時半cママ友達をつくり、
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k
当日直接会場へ
 

中央図書館展示コーナー
①「地域資料に見る柳窪村野家住宅」
　市唯一の国の登録有形文化財である
村野家（ 顧  想 園）の写真を地域資料と

こ そう

共に紹介します。
　a９月１６日（水）〜１２月１４日（月）
②「宮沢賢治の精神を継ぐ」
　宮沢賢治に関する貴重な資料を展示
します。
　a９月１６日（水）〜１０月１９日（月）
j９月２０日（日）・２１日（祝）は午後２
時からギャラリートークあり
《①②共通事項》
　b中央図書館２階展示コーナーg
無料l同館緯４７５・４６４６
季節のおはなし会
　ろうそくに火をともして、いつもと
少し違うおはなし会を始めます。
　ae９月２７日（日）午後３時からが
小学校低学年。３時４０分からが小学校
高学年b中央図書館おはなし室g無料
k当日直接会場へl同館緯４７５・４６４６
認知症予防のための
脳と身体のトレーニング
　西部地域包括支援センターから講師
を招いて、脳のトレーニングのお話と
認知症予防の運動を行います。
　a１０月１日（木）午後２時〜３時b
西部地域センター３階第２・第３講習
室f先着４０人g無料j動きやすい服装
でkl電話または直接滝山図書館緯
４７１・７２１６へ
 

第29期社協塾の受講者募集
～いつまでも健康と向上心を～
　市社会福祉協議会では、初心者向け
のパソコン講座のほか、フォークダン
ス、太極拳、水彩色えんぴつ画、コー
ラス、文学の受講者を募集します。
　a１０月〜２８年１月e５５歳以上の方g
１講座８回で６,０００円j詳細は、地区セ
ンターなどで配布している「案内」を
ご覧くださいkl９月２５日（金）まで
に、同協議会社協塾担当緯４７９・５５５０（火
曜日、祝日は休館）へ
大人のチャレンジボランティア講座 
～あなたの「はじめの一歩」を応援し
ます～
　ボランティアの基本を学ぶ講座やボ
ランティアの体験、さまざまな活動先
を紹介します。「何かやってみたいけれ
ど、どんな活動があるのか知りたい」、
「自分に向いている活動が分からな
い」という方は、ぜひご参加ください。

①ボランティアを知る
　地域でボランティア活動を続けてい
る方の話を聞き、ボランティアの心構
えや取り組みを学びます。
　a１０月９日（金）午後１時半〜３時
半b社協会議室ＡＢ（わくわく健康プ
ラザ内）
②ボランティアを体験する
　オリエンテーション後、興味のある
福祉施設の見学やボランティア活動に
チャレンジします。
　a１０月２１日（水）午前９時〜正午b
社協会議室に集合後、高齢者施設（シ
ャローム東久留米）、障害者通所施設
（プラタナス）、わらべみなみ保育園の
いずれか１カ所
③ボランティアとつながる
　登録ボランティア団体による合同説
明会を開催。具体的な活動を知ること
でボランティア活動に参加するきっか
けをつくります。
　a１１月１３日（金）午前１０時〜正午b
中央町地区センター第３・第４会議室
《①～③共通事項》
　f各回１０人程度（連続でもいずれか
１回でも可）g各回２００円（資料代）kl
各開催２日前までに電話（４７５・０７３９）、
またはファクス（４７６・４５４５）で社会福祉
協議会ボランティアセンターへ。同会
ホームページ（http://www.higashiku 
rume-shakyo.or.jp/）からも申し込みで
きます
老い支度講座
「公証人が教える遺言の書き方」
　遺言は、大切な人たちのために自分
の思いを残すものです。家族や親族に
分かりやすい遺言の書き方と、その手
続きを行う公証人や公証役場について、
現役の公証人からお聞きします。
　a１０月１５日（木）午前９時半〜正午
b市役所７階７０１会議室e市内在住の
方f先着５０人d世田谷公証役場公証人
の荒木俊夫氏g無料k９月１５日（火）
〜１０月９日（金）に電話（４７９・０２９４）
またはファクス（４７６・４５４５）で、氏
名・年齢・住所・電話番号・公証人へ
の質問を市社会福祉協議会成年後見制
度推進機関へl同協議会
ひがしくるめ女性起業・創業支援
事業キックオフ講座
「スキマ時間でもできる　わたした
ちの働く場づくり」
～男女平等推進センター主催
　子育てや介護で忙しいけれど、今ま
で培ってきた経験・技術・資格を生か
して、地域で自分らしく仕事がしたい、
そんな女性のための講座です。交流会
もあります。
　a１０月１７日（土）午後１時半〜３時
半b男女平等推進センター会議室f先
着２４人dＮＰＯ法人働きたいおんなた
ちのネットワーク理事の吉田秀子氏g
無料j２歳〜未就学児の保育あり（定
員５人）。９月２４日（木）〜１０月７日
（水）に要予約kl９月２４日（木）〜
１０月１４日（水）に、電話または直接同
センター緯４７２・００６１（火曜日休館）へ

 

　☆幼児のつどい＝ac９月１７日が
「水道キャラバン（都水道局出前講
座）」。２４日が「４館合同運動会（１０月
８日）の練習」。いずれも木曜日の午前
１０時半〜１１時半e幼児
　☆きらら＝a１８日（金）午前１０時半
からc幼児のつどいの出席シールを作
りながら、子育ての情報交換をします
e幼児
　☆赤ちゃんといっしょ！だっこでお
はなし＝a２５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
　☆みんなでアート＝a２６日（土）午
後２時からc南町コミュニティ図書室
の作品展に向けて制作しますe小・中
学生
　☆将棋大会＝a２６日（土）午後３時
からcトーナメント戦e小学生d東久
留米市将棋研究会k当日受け付け
 

　☆おはなしの日＝a９月１５日（火）
午前１１時〜１１時２０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
　☆赤ちゃんひろば＝a１６日（水）午
前１０時半〜１１時半c親子のコミュニケ
ーションワークとティータイムe０歳
児とその保護者d炭田契恵子氏h飲み
物
　☆幼児のつどい＝ae１７日が１歳児。

（ ）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

２４日が２歳〜４歳児。いずれも木曜日
の午前１０時半からc「４館合同運動会
の練習と９月生まれのお誕生日会」
　☆中高卓球大会＝a１８日（金）午後
５時半からe中学・高校生年代k当日
受け付け
　☆将棋の日＝a２３日（祝）午後３時
からe小学生d五角探究会
 

 

　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。
　☆わくわく赤ちゃん広場＝ace９
月３０日（水）が「はいはいの会」、６カ
月〜１２カ月児とその保護者。１０月７日
（水）が「ねんねの会」、６カ月未満児
とその保護者。いずれも午前１０時〜１１
時半hタオルj保育あり（先着３人）。
９月１５日（火）午前１０時から受け付け
k当日直接会場へ
　☆手作り布おもちゃの会＝a１０月６
日（火）午前１０時〜正午e乳幼児とそ
の保護者f先着２０組h裁縫箱、はさみ
j保育はありませんk９月１５日（火）
午前１０時から同センターへ
 

　☆おはなし広場＝a９月２８日（月）
午前１１時〜１１時半cボランティアによ
る乳幼児向けの読み聞かせや手遊び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

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１
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１１９９１８１７１６１５１４１１３３

２２６６２５２４２２３３２２２２２２１１２２００

３０２９２８２２７７
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３３２１

１１００９８７６５４４

１１７７１６１５１４１３１１２２１１１１

２２４４２３２２２１２０１９１１８８

３３１１３０２９２８２７２６２２５５

　小山台遺跡公園、力石、平成の名水百選に指
定された落合川と南沢湧水群など、水と緑の東
久留米を五感を使い、楽しみながら散策します。
　なお、企画運営に携わるボランティアも募集
しています。企画・運営は東久留米のびのびレ
クリエーション研究会。主管は市文化協会。
　a１０月２４日（土）午後１時〜４時（小雨決行。

荒天の場合は２５日）b東久留米駅西口階段下集
合（解散は市役所前）e市内在住、在勤、在学
の方（未就学児は保護者同伴）f先着３０人g３００
円（保険代など）h飲み物、雨具j歩きやすい
服装でkl９月１５日（火）から電話で同協会緯
４７７・４７００（第４月曜日を除く平日の午前９時
〜午後５時）へ
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ロバイダーなどの電気通信サービス
は適用除外であるため、クーリング
オフはできません。事業者に対し、
あいまいな返事をせず、必要が無け
ればはっきりと断りましょう。
　契約内容を変更する際は、必ず新
たに契約するサービス内容を理解し、
何がどのくらい安くなるのかを確認
する必要があります。契約前に、契
約内容について記された書面の交付
を求め、契約先や料金について正確
に理解しましょう。契約内容をよく
理解しないまま、電話で承諾しない
ように注意してください。書面の交
付を拒む事業者とは契約しないよう
にしましょう。大手通信事業者やそ
の関連業者と誤解させる勧誘もある
ので、事業者名や大手通信業者との
関係を確認することも必要です。
　問題のある勧誘を受けた場合は取
消しができる可能性もあります。困
ったときはご相談ください。
《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１８８

遠隔操作によるプロバイダー変更の契約
Ｑ．大手の通信事業者からの電話だ
と思い、相手の指示に従ってパソコ
ンを操作し、プロバイダー契約の内
容変更を了解した。後になり無関係
な事業者と分かった。電話だけで契
約が成立するとは思わなかったので
解約したい。
Ａ．遠隔操作によるプロバイダー変
更の勧誘は、電話勧誘で行われます。
電話勧誘は不意打ち性があり、その
場で書面などが示されないことから、
相手を確認することが難しく、内容
について十分に理解しないまま、契
約の手続きが進められてしまいます。
月々のプロバイダー料金が安くなる
と勧誘されても、実際は安くならな
かったという事例もあります。
　電話勧誘販売ではクーリングオフ
の契約解除の規定がありますが、プ
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予約）kl同センター事務局緯４７５・
３２９４へ
シルバー人材センター　会員募集
～あなたの知識・技能・経験を生かし
ませんか？～
　市内在住の原則６０歳以上で、健康で
働く意欲のある方は入会説明会に来場
ください。
　a９月１６日（水）午後１時半からb
同センター２階会議室（下里４－１－
４４）h年度会費２,０００円、筆記用具、郵
便貯金通帳、認め印、本人確認書類l
同センター緯４７５・０７３８
多摩小平保健所
①食品衛生実務講習会（A）
　飲食店営業などの食品衛生責任者、
営業者を対象に講習会を開催します。
　a１０月８日（木）午後２時〜４時b
生涯学習センターホールc食品衛生に
関する最新情報などh筆記用具k当日
直接会場へl同保健所食品衛生係緯
４５０・３１１１
②２７年度療育相談事業（講演会）
　子どもの発達障害への対応に関する
講演会です。
　a１０月１５日（木）午前１０時〜正午b
多摩小平保健所１階講堂（小平市花小
金井一丁目）e１８歳未満の発達障害の
あるお子さんがいる家族、地域の関係
者d発達障がいファミリーサポート代
表理事の国沢真弓氏j保育あり（先着
１０人）k９月３０日（水）までに、同保
健所地域保健係緯４５０・３１１１へl同係
 

薬湯の日“スギナの腰湯”
　ab９月２１日（祝）、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〜１０
時半j６歳以下は無料l各利用施設
自由学園　秋の南沢フェスティバル
　今回は、女子部「野の花祭」・男子部
「紅緑祭」を同時開催します。小・中
学生向けの企画もあります。
　a９月２０日（日）午前９時半〜午後
３時半（入場は３時まで）b自由学園
（学園町１－８－１５）cマリンバ演奏
会、森の音楽会、バザー、自由学園パン
工房製品販売ほかg無料j詳細は同学
園ホームページ（http://www.jiyu.ac. 
jp）をご覧くださいk当日直接会場へ
l同学園広報本部緯４２８・２１２３
西武信用金庫「創業セミナー」
　「創業セミナー」は、産業競争力強化
法に基づく「特定創業支援事業」とし
て位置付けられていて、認定に必要な
全４回のセミナーを受講した方には登
録免許税の軽減措置や信用保証料枠の
拡大が適用されます。
　ac１０月２日が「オリエンテーショ
ン、創業の心得」。１６日が「ビジネスモ
デル／ビジネスプラン、マーケティン
グ戦略」。３０日が「創業に必要な賢明な
資金調達、創業に必要な手続き・会計・
税財務の知識」。１１月１３日が「事例で考
える創業計画、まとめ」。いずれも金曜
日の午後６時半〜８時半b西武信用金
庫東久留米支店（本町三丁目）f２０人
g無料j創業５年未満の方も受講でき
ます。申し込み方法などの詳細は、市
ホームページをご覧くださいl同支店
担当青木・吉田緯４７５・５３１１
東久留米市赤十字奉仕団
「日帰りバス旅行」に参加しませんか
　市内在住で満７０歳以上の一人暮らし
の方を対象に、日帰りバス旅行を開催

ガ イ ド します。行き先は山梨方面です。
　a１０月１５日（木）午前７時に市役所
集合、午後６時ごろ帰着予定（雨天決
行）c市役所→山梨県立リニア見学セ
ンター→浅間茶屋山中湖畔店（昼食・
買い物）→株式会社桔梗屋本社工場→
勝沼ぶどう郷→ハーブ庭園旅日記→市
役所f４０人（応募者多数の場合は抽選）
g５,０００円（入場料、食事代、写真代含
む。申込時に集金）k１０月５日（月）
午前１０時〜１１時に市役所７階７０３会議
室で受け付け。その際に健康保険証を
持参してくださいl同奉仕団委員長・
神藤緯４７５・６６６６
佐々総合病院　市民公開講座
　acd９月２６日（土）「聞けば安心！
術前術後の栄養管理」、同病院外科医の
中西陽一氏。３０日（水）「股関節の痛みの
診断と治療」、同病院整形外科医の渥美
敬氏。いずれも午後３時〜４時b同病
院３号館４階ホール（西東京市田無町
四丁目）f各先着５０人g無料k当日直
接会場へl同病院広報室緯４６１・１５３５
江戸・ＴＯＫＹＯ
技とテクノの融合展2015
東京創造力～踏み出そう！中小企業が
きずく 明日 ～

みらい

　中小企業の皆さんへの経営支援の取
り組みとして、信用保証協会主催の９
回目になるビジネスフェアが開催され
ます。新技術や新商品の情報収集の場
として、またビジネスパートナーとの
出会いの場として、ぜひ積極的にご活
用ください。
　a１０月２日（金）午前１０時〜午後５
時b東京国際フォーラム展示ホール
（千代田区丸の内３－５－１）c２８４企
業・団体によるブース展示、著名講師
陣による講演会、出展者によるプレゼ
ンテーションg無料k当日直接会場へ
j詳細は東京信用保証協会ホームペー
ジ（http://www.cgc-tokyo.or.jp）をご
覧くださいl同会ビジネスフェア実行
委員会事務局緯０３・３２７２・２０７０

 

沿線３市連携事業
①「介護」「終活」を考える映画とトーク
　映画「毎日がアルツハイマー」と関
口 祐  加 監督のトークです。

ゆ か

　a１０月１０日（土）午後２時〜５時b
清瀬市生涯学習センターアミューホー
ル（清瀬市元町１－２－１１、アミュー
ビル７階）f先着１８０人g無料j６カ月
〜未就学児の保育あり（定員１０人）。清
瀬市男女共同参画センター緯４９５・
７００２（平日午前９時〜午後５時）へ要
予約k９月１６日（水）午前９時から、
直接市男女平等推進センター緯４７２・
００６１（火曜日休館）へ。申し込み後、
入場券を配付l同センター
②終活セミナーと樹木葬見学バスツアー
　a１１月７日（土）午前８時〜午後５
時（清瀬市男女共同参画センター集合、
清瀬駅北口前解散予定）b町田市和光
大学ポプリホールと町田いずみ浄苑内
樹木葬墓地f先着６０人g１,０００円（弁当
と飲み物代）j事前説明会を１０月２１日
（水）①午前１０時半〜１１時半②午後１
時〜２時（いずれかにご参加ください）
に、清瀬市男女共同参画センター会議
室（清瀬市元町１－２－１１、アミュー
ビル４階）で行いますkl９月１５日
（火）午前９時から電話で同センター
緯４９５・７００２へ
南町地区センター
「第33回地域文化祭」
～南町コミュニティ図書室主催
　a１０月１７日（土）午前９時〜午後５時、
１８日（日）午前９時〜午後４時c①展
示の部（手芸、書道、絵画、生け花他）
②芸能の部（カラオケ、日舞、民踊、
詩吟）。近隣保育園・小学校・市内全児
童館の子どもたちの作品の展示、運営
委員手づくりのバザーも開催しますl
同図書室緯４７２・１１５９
第212回市民プラザロビーコンサート
～クラシックから演歌まで　ハーモニカ
コンサート～
　a９月１９日（土）午後２時〜３時b
市役所１階屋内ひろばc出演＝横山明
生（ハーモニカ）▼主な曲目＝「シュー
ベルトの子守唄ほか」「トロイカ」「荒
城の月」演歌などg無料k当日直接会
場へl市民プラザ緯４７０・７８１３
多摩六都科学館
①生解説プラネタリウム
「ミステリアス　ビーナス（金星）」
　愛と美の女神ビーナスに例えられる
金星は、いまだ謎多き惑星。プラネタ
リウムでその素顔に迫ります。星空解
説と共にお楽しみください。
　a１１月１日（日）まで▼平日＝午後
３時５０分から▼水曜・土曜・日曜日と
祝日＝午後１時１０分からと、３時５０分
からf先着２３４人g観覧付入館券＝大
人１,０００円、４歳児〜高校生４００円l同
館緯４６９・６１００

②ボランティア会　会員募集
　来場者と触れ合いながら科学の面白
さを伝えるボランティアを募集します。
子どもと接するのが好きな方、科学に
興味のある方、会の運営事務を担える
方、ご応募ください。活動は無償です。
　a募集期間＝９月３０日（水）までe
一般＝１８歳〜７０歳ぐらいで月１回以上
活動できる方▼ジュニア＝小学５年生
〜１８歳（高校生）で月に１回程度活動
できる方（保護者の同意が必要）f一
般が約２０人、ジュニアが約１０人j募集
締め切り後、面談の日程をご連絡しま
す。募集要項と応募用紙は、多摩六都
科学館で配布するほか、同館ホームペ
ージ（http://www.tamarokuto.or.jp）か
らも取得できますk応募用紙に必要事
項を記入の上、〒１８８－００１４、西東京
市芝久保町５－１０－６４、多摩六都科学
館宛て郵送または直接同館へ持参して
ください　※休館日にご注意ください。
l同館緯４６９・６１００
 

③西武池袋線１００周年記念　秋の特別企
画展「GO！GO！たまろくトレイン　鉄
道のヒミツ大解剖」
　車両や線路の秘密、運転士の仕事な
どを紹介します。鉄道模型（Ｎゲージ）
や貴重な鉄道アイテムもあります。
　a９月１９日（土）〜１０月２５日（日）
午前９時半〜午後５時g入館料＝大人
５００円、４歳児〜高校生２００円l同館緯
４６９・６１００
 

いのちかがやけ「第35回作品展」
　この作品展は、障害を持つ人・持た
ない人の相互理解を目的に開催し、３５
回目を迎えることになりました。初日
には、記念コンサートとして、視覚障
害がありながらプロの演奏家として活
動している団体「新星’７８」がバイオリ
ンとピアノを演奏します。
　a９月２６日（土）〜２８日（月）のい
ずれも午前１０時〜午後５時（２６日は午
後１時から）▼記念コンサート＝２６日
（土）午後１時〜２時b市役所１階屋
内ひろば、市民プラザホールc市内の
特別支援学級や障害を持つ方々が所属
する２７団体による作品展g無料k当日
直接会場へl市社会福祉協議会緯４７５・
０７３９、手をつなぐ親の会・大野緯４５８・
２１２２
東久留米市ファミリー・サポート・
センター事業説明会
～地域の子育て支援にご協力ください～
　a①９月２６日（土）午前１０時から②
１０月２日（金）午前１０時から③１０月７
日（水）午後１時半からb①③が社協
会議室（わくわく健康プラザ内）②が
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

ボランティアの様子

鉄道展の様子


