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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）
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子ども相談
　a１０月６日（火）・１４日（水）のいず
れも午前９時半～午後３時bわくわく
健康プラザc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e幼児とそ
の保護者kl電話で健康課保健サー
ビス係緯４７７・００２２へ
２歳児歯科健診
　a１０月７日（水）午前９時１５分～１０
時１５分受け付けbわくわく健康プラザ
c歯科健診、ブラッシングなどe２５年
９月生まれの幼児k当日直接会場へl
健康課保健サービス係緯４７７・００２２
３歳児健診
　a１０月８日（木）午後０時半～１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２４
年８月２９日～９月１９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
３〜４カ月児健診・産婦健診
　a１０月１５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２５日～６月１５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
すくすく子育て相談（育児相談）
　a１０月１６日（金）午前９時４５分～午後
２時１５分b中央児童館c育児相談、体
重測定e乳幼児とその保護者kl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
“歯っぴーベイビー”
　a１０月２０日（火）①１歳児クラス＝午
前１０時～１１時②０歳児クラス＝午後１
時～２時半bわくわく健康プラザc歯
の手入れ方法、虫歯予防、親子遊びな

どef①が満１歳～１歳３カ月児と
その保護者、先着１２組。②が満７カ月
～１１カ月児とその保護者、先着１５組
kl１０月１日（木）から電話で健康課
保健サービス係緯４７７・００２２へ
らくらく離乳食
　a１０月２８日（水）午後１時半～３時
半bわくわく健康プラザc調理実習e
６カ月～１歳未満児の保護者f先着２０
人h申込時にお知らせしますj対象児
の保育ありkl１０月１日（木）から電
話で健康課保健サービス係緯４７７・
００２２へ
特定健診、後期高齢者健診
１０月の受診対象は２・３月生まれの方です
　９月下旬に発送した個別通知をご確
認ください。大腸がん検診を同時に受
診できます。
　e①特定健診＝国民健康保険加入者
で４０歳～７４歳（昭和１６年～５０年生まれ）
の方②後期高齢者健診＝後期高齢者医
療被保険者i２７年４月１日以降に国民
健康保険に加入した方、後期高齢者で
転入した方、該当月に受診できない方
は健康課特定健診係緯４７７・００１３へ問
い合わせてくださいl同係
２７年度成人用肺炎球菌定期予防接種
　対象者で接種を希望する方は４月に
発送した個別通知をご確認ください。
　a１０月１日（木）～２８年３月３１日（木）
b市内医療機関（案内文に医療機関一
覧を同封しています）e６５歳（昭和２５
年４月２日～２６年４月１日生まれ）、７０
歳（昭和２０年４月２日～２１年４月１日
生まれ）、７５歳（昭和１５年４月２日～１６
年４月１日生まれ）、８０歳（昭和１０年４
月２日～１１年４月１日生まれ）、８５歳
（昭和５年４月２日～６年４月１日生
まれ）、９０歳（大正１４年４月２日～１５年
４月１日生まれ）、９５歳（大正９年４月
２日～１０年４月１日生まれ）、１００歳（大

正４年４月２日～５年４月１日生ま
れ）の方　※接種日現在６０歳～６５歳未
満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能に、
自己の身辺の日常生活が極度に制限さ
れる身体障害者手帳１級程度の障害を
有する方およびヒト免疫不全ウイルス
により免疫の機能に日常生活がほとん
ど不可能な身体障害者手帳１級程度の
障害を有する方（身体障害者手帳の写
しが必要）は健康課へ問い合わせてく
ださい。g５,０００円j対象者で案内文が
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
ピンクリボンキャンペーンを実施します
　乳がんの早期発見、早期治療の大切
さを伝える「ピンクリボン活動」を、
健康づくり推進員と協働で行います。
　a１０月２日（金）午前１０時～１１時b
市役所１階屋外ひろば（雨天時は屋内
ひろば）l健康課保健サービス係緯
４７７・００２２
うつ病について知ろう！
〜正しい知識と予防について〜
　うつ病は誰もがかかるかもしれない
身近な病気です。うつ病の多くは適切
な治療によって回復します。講演会で
は、うつ病の基礎知識とともに予防に
ついて分かりやすくお伝えします。
　a１０月９日（金）午後２時～４時
（１時４５分受け付け）b市民プラザホ
ールe市内在住・在勤の方f先着１００人
d多摩小平保健所所長の向山晴子氏g
無料k当日直接会場へl健康課緯４７７・
００２２
第22回歯と歯ぐきの市民健康フェスタ
　「口の中ってどうなってるの？口の
中のがんってどんながんなの？」
～市歯科医師会主催
　口の中には歯、 歯  茎 、 顎 の骨、舌、

は ぐき あご

 唾  液 を作る唾液 腺 などがあります。口
だ えき せん

の中のがんは、舌や歯茎、上顎などに
も発生します。進行したがんの治療で
舌や顎の一部を切除してしまうと、食
事や会話が不自由になるのはもちろん、
顔の姿・形も変えてしまうのです。が
んは早期に見つけ、早期に治療するこ
とが大切です。今回は口の中にできる

がんについて詳しくお話しします。
　a１０月１７日（土）午後２時～４時b
市民プラザホールd東京歯科大学臨床
検査病理学講座教授の松坂賢一 氏g
無料k当日直接会場へl市歯科医師会
緯４７５・８９０３
乳がん検診
　a受診期間は２８年２月末まで（医療
機関の休診日を除く）b複十字病院健
康管理センター（清瀬市）、アルテミス
ウイメンズホスピタル（中央町一丁目）、
東京都予防医学協会（わくわく健康プ
ラザでの検診車）　 ※東京都予防医学
協会の検診実施日は、１０月２５日（日）、
１１月３日（祝）、２０日（金）・２１日（土）、
１２月６日（日）・１２日（土）・２０日（日）、
２８年１月２９日（金）・３０日（土）、２月
６日（土）・１４日（日）・１５日（月）・２０
日（土）です。それぞれ午前か午後を
選択できます。その他の医療機関は、
市からの返信後、ご自身で決めていた
だきます。c問診、視触診、マンモグ
ラフィ検査（乳房Ｘ線検査）e市内在
住の４０歳以上の女性で、２７年１２月３１日
時点で奇数年齢の方。ただし、現在治
療中または過去に精密検査で異常を指
摘された方はご遠慮ください。また、
妊娠中の方、授乳中の方、卒乳後６カ
月を経過していない方は受診できませ
んg１,０００円（生活保護受給者・中国残
留邦人等支援給付対象者・東日本大震
災により、市内に避難している方は無
料）k１０月１６日（金）までに（消印有
効）、１人１枚の往復はがきの往信面に、
「乳がん検診希望」と明記して、希望
医療機関、第１～第３検診希望日（東
京都予防医学協会のみ）、住所・氏名
（ふりがな）・生年月日・年齢・電話番
号を記入の上（返信面にも住所・氏名
を書いて）、〒２０３－００３３、滝山４－３
－１４、わくわく健康プラザ内、健康課
特定健診係宛て郵送を。１０月１日（木）
から電子申請も受け付けます。申し込
み結果は１１月上旬に、市から郵送しま
すl同係緯４７７・００１３

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）

〈今月の月間・週間案内〉体力つくり強調月間、「法の日」週間（１日～７日）、行政相談週間（１９日～２５日）、法の日（１日）、統計の日（１８日）、原子力の日（２６日）

【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

10月12日（体育の日）のごみ収集は
　１０月１２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。

１０
土金木水火月日

３３２１

１１００９８７６５４４

１１７７１６１５１４１３１１２２１１１１

２２４４２３２２２１２０１９１１８８

３３１１３０２９２８２７２６２２５５

１１
土金木水火月日

７７６５４３３２１１

１１４４１３１２１１１０９８８

２２１１２０１９１８１７１６１１５５

２２８８２７２６２５２４２２３３２２２２

３０２２９９

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）
　１０月４日＝たかはしクリニック（本町２－３－４、緯４７９・１８００）
　１０月１１日・１２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】
　１０月４日・１１日・１２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）
　１０月４日・１２日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　１０月１１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
　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）

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
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◎開館時間を変更します
　１０月８日（木）は「４児童館合同幼
児のつどい運動会」のため、４館いず
れも午後３時から開館します。
児童館山登りハイキング
　いつもの児童館を飛び出して、自然
の中で山登りやハイキングを楽しもう。
　a１０月２４日（土）午前７時５０分に東
久留米駅西口集合、午後４時４０分ごろ
に同所解散（予定）。雨天時は２５日（日）
に順延c天覧山～多峯主山～中平河原
e小学４年～中学生f８０人（各館おお
むね２０人程度）g小学生３４０円、中学生
６８０円j事前に各館で準備会を実施し
ますkl１０月１日（木）午後３時半か
ら、参加費を添えて各館へ
◎臨時閉館のお知らせ
　１０月２４日（土）は、「児童館山登りハ
イキング」のため、４館いずれも臨時
閉館します。雨天の場合は、２５日（日）
に順延し、児童館は通常開館（２５日が
閉館）します。
 

　☆幼児のつどい＝a１０月１日（木）
午前１０時半～１１時半c４館合同運動会
の練習e３・４歳児
　☆オセロ大会＝a１０月１２日（祝）午
後３時半からe小学生k当日受け付け
　☆子育てスマイル講座＝a１９日（月） 
・２６日（月）、１１月 ２ 日（月）・１３日
（金）の午前１０時から（説明会は１０月
７日〈水〉午前１０時半から）c母親同
士による子育ての話し合いe幼児とそ
の保護者（説明会を含め全５回参加で
きる方）f先着１０組d原悠子氏k受け
付け中（電話可）
　☆ベビーマッサージ＝a１０月２１日（水） 
午前１０時半～１１時半e首が据わる頃～
ハイハイ程度の乳児とその保護者f先
着８組d鈴木あゆみ氏g無料hバスタ
オル、お出掛けセットk１０月７日（水）
午前９時から受け付け（電話可）
　☆ベビーヨガ＝a２３日（金）午前１０
時半～１１時半e２カ月～６カ月児とそ
の保護者f先着６組d崎田千佳子氏g
無料hバスタオル、お出掛けセットj
動きやすい服装でk１０月９日（金）午
前９時から受け付け（電話可）
 

　☆幼児のつどい＝ac１０月１日が
「４館合同運動会の練習」。１５日が「ゲ
ーム大会」いずれも木曜日の午前１０時
半～１１時半e幼児

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

　☆おはなし会＝a６日・１３日のいず
れも火曜日、午後４時からc絵本の読
み聞かせ、素話などe小・中学生dお
はなしくぬぎ
　☆オセロ大会＝a７日（水）午後３
時からcトーナメント戦e小学生k当
日受け付け
　☆おはなしの日＝a１４日（水）午前
１１時～１１時半c手遊びと絵本の読み聞
かせe幼児
　☆トランポリンの日＝a１４日（水）
午後２時からe小・中学生j跳びやす
い服装で
 

　☆幼児のつどい＝a１０月１日（木）午前
１０時半からc４館合同運動会の練習e１
歳児とその保護者j動きやすい服装で
　☆お父さんたちと一緒＝a３日（土）
午前１１時～１１時半c風船で遊ぼうe幼
児k当日受け付け
　☆ドッジボールの日＝a５日（月）
午後３時半からe小学生hタオルk当
日受け付け
　☆おはなしの日＝a６日・１３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、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＝a１４日（水）午前
１０時半～１１時半c助産師による体重測
定・育児相談e０歳児とその保護者d
ひがしくるめ助産師会k当日受け付け
 

　☆幼児のつどい＝a１０月１日（木）午
前１０時半～１１時１５分c４館合同運動会
の練習eあひる（２歳６カ月～４歳児）
　☆すくすく広場＝a７日（水）午前
１０時半～１１時半c赤ちゃんとお母さん
の音のコミュニケーションワークe０
歳児とその保護者f先着１０組d炭田契
恵子氏k１０月１日（木）午前１０時から
受け付け（電話可）
　☆中高生卓球大会＝a１０日（土）午後
５時半～６時半e中学・高校生年代f
先着１６人h上履きk受け付け中
　☆ミニフットサル大会＝a１１日（日）
午後３時から（雨天中止）cチームを
作って試合をしますe小学生f先着３０
人h外履き（サンダル・スパイク不可）
k受け付け中
　☆おはなしの日＝a１４日（水）午後
３時４５分～４時１５分c素話や絵本の読
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

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

大腸がん検診
　１０月３１日（土）まで大腸がん検診を
実施しています。近年大腸がんは急増
しており、がんの部位別死亡者数では、
肺がん、胃がんとともに上位に位置し
ています。大腸がんを早期発見するた
めに、検診をご利用ください。
　a受診期間は１０月３１日（土）まで
（医療機関の休診日を除く）　 ※東久
留米市国民健康保険加入者、後期高齢
者医療被保険者、生活保護受給者、中
国残留邦人等支援給付対象者は、特定
健診などの受診時に一緒に受診してく
ださい。▼受診方法　下表の医療機関
で直接受診してくださいc便潜血検査
（２日法）。検便検査です。内視鏡検査
ではありませんe市内在住の２８年３月
末で４０歳以上の方。ただし、次の①②
に該当する方は、受診前にかかりつけ
医にご相談ください。①現在、大腸や
その他の腸の疾患で治療中の方②大腸
がん検診で精密検査を受けた方、また
は疾病が発見されて経過観察中の方　
※生理中を避けて受診してください。
g５００円（受診医療機関の窓口でお支払
いください）i検診結果は医療機関で
直接お聞きください（郵送は行ってい
ません）。検体を提出しなかった場合で
も、自己負担金は返却できませんので、
あらかじめご了承くださいj「がん検
診推進事業」の対象年齢の方へは、大
腸がん検診無料クーポン券とご案内を

送付しました。詳細は同封の「大腸が
ん検診無料クーポン対象者の皆様へ」
を参照してください。なお、東日本大
震災により、市内に避難している方は、
無料で受診できますので、健康課特定
健診係☎４７７・００１３へ問い合わせてく
ださいl同係
子宮頸がん検診
　a１１月３０日（月）までb右表の実施
医療機関e市内在住の２０歳以上の女性
で、２７年１２月３１日時点で奇数年齢の方。
ただし現在治療中、または過去に精密
検査で異常を指摘された方はご遠慮く
ださいg１,０００円（生活保護受給者、中
国残留邦人等支援給付対象者、東日本
大震災により市内に避難している方は
無料）h健康保険証i不正出血・生理
時には受診できませんk受診の際は、
直接実施医療機関の窓口へ。受診結果
は約１カ月後に、市から郵送しますl
健康課特定健診係緯４７７・００１３
 

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。
４児童館合同
「幼児のつどい運動会」
　a１０月８日（木）午前１０時～１１時４５
分（９時４５分受け付け）bスポーツセ
ンターe幼児とその保護者h上履き、
水筒（飲み物）、事前に配布するリボン
j動きやすい服装でご参加をl各館
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第213回市民プラザロビーコンサート
〜音楽祭〜
　a１０月１０日（土）午後１時〜４時　※時間枠を拡大して開催し

ます。b市役所１階屋内ひろばc出演＝ Soft  
ソフト

 Voice （アカペラ女声
ボ イ ス

合唱）、 土  田  直  之 （クラシックギター）、和/NAGOMI（弾き語り）、
つち だ なお ゆき

おとなのピアノ教室ラ・プリマヴェーラ（ピアノ連弾）、ボラチー

ト（南米民族音楽）、 宮  尾  真  知  子 ＆ 清  水  恵  満  子 （フルート＆アイリ
みや お ま ち こ し みず え み こ

ッシュハープ）、混声合唱団えむるーく（合唱）、 當  麻  愛 （ピアノ）
とう ま あい

（順不同）g無料k当日直接会場へl市民プラザ緯４７０・７８１３

１０月１日（木）から
夕焼けチャイムの
放送時間が

午後５時２０分から
４時２０分に変わります

27年度子宮頸がん検診実施医療機関一覧
診療時間所在地・電話など医療機関名

月・火・木・金曜日＝午前９時半～正午、午後２時～５時
水曜日＝午後３時半～６時半
第２・４土曜日＝午前９時半～正午

東本町１－３、秋田ビル４階
☎４７９・５６５６
※予約不可。駐車場なし。

松岡レディ
スクリニッ
ク

月・火・水・木・金曜日＝午前９時～正午、午後２時～４時
土曜日＝午前９時～正午
※上記は予約受付時間です。当日受け付けは時間が異なります。

中央町１－１－２０
☎４７２・６１１１
※要予約。駐車場あり。

アルテミス
ウイメンズ
ホスピタル

火曜日＝午前９時～１１時半、午後３時～５時
金・土曜日＝午前９時～１１時半

前沢２－１０－９
☎４７１・０１５４
※駐車場あり。

前沢医院

月・火・金曜日＝午前９時～正午、午後１時～４時半
水・土曜日＝午前９時～午後０時半

滝山５－３－６
☎４７７・３５０３
※駐車場あり。

ペルフェ滝山
マタニティク
リニック

月・火・木・金曜日＝午前９時～正午、午後２時半～６時
土曜日＝午前９時～正午

滝山７－３－１７
☎４７３・１１１７
※駐車場３台あり。

長生医院

「大腸がん検診」実施医療機関一覧
午後休診休診日電話番号所在地医療機関名
金・土水・日４７１・２６２８上の原１－４－１１－１０３東久留米団地診療所
水日４７０・９１７７新川町１－９－２２福山内科クリニック
土木・日４７１・２３０４新川町１－４－１８いくせ医院
害日４７７・００７１新川町２－２－２２東久留米クリニック
土木・日４７３・５５９６東本町５－１初谷整形外科クリニック
害日４７７・５５６６東本町８－９石橋クリニック

火・金・土日４７１・０１３０東本町４－３細井医院
木・土日４７７・００５５東本町６－１５おかの内科クリニック
土日４７７・５８５６大門町１－１－２４武田クリニック
土木・日４７２・８７０９本町１－１－１１清水胃腸科内科
土木・日４７６・４１００本町３－１－９古谷消化器科内科

土、第３金火・日４７２・２３８６本町３－１２－２山口内科・呼吸器科クリニック

土、第５水、第２・４・５火日４７１・２２９１本町３－３－２３富士見通り診療所
土木・日４７５・０６１０本町３－１－１子田整形外科
土水・日４７９・１８００本町２－３－４たかはしクリニック
木日４２０・５６６１本町３－１１－１５あだち医院
害土・日４７２・６１１１中央町１－１－２０アルテミスウイメンズホスピタル★

土木・日４２１・２１２１学園町１－１４－３２高月内科クリニック
木・土日４２１・０９７３学園町２－１１－１４ひばりケ丘診療所
土木・日４６１・２９６７南沢４－３－２鹿島医院
水・土日４６０・８５０２南沢５－１８－５０鈴木クリニック
祝日祝日４５２・５８０１南沢５－１７－６２イオンモール東久留米２階東久留米おだやかメディカルクリニック

土木・日４６０・０５３１南町１－６－１１尾町内科クリニック
火・土（水は午前休）木・日４７０・７６７６幸町５－７－１さいわい町診療所

土木・日４７７・０５５５幸町４－２－１おざき内科循環器科クリニック

土水・日４７１・０１５４前沢２－１０－９前沢医院
火・土水・日４７０・９１１８前沢４－３１－４たきぐち内科クリニック
土日４７３・３３１１滝山４－１－１８滝山病院
土水・日４７３・１１１７滝山７－３－１７長生医院
土木・日４７２・８１８１滝山７－１５－１６飯田医院
土水・日４７３・７３５５下里７－６－２大波クリニック
火木・日４７９・７１７１下里２－８－２１胃腸科内科松本クリニック
土木・日４７０・０６２０滝山５－２２－１７石垣整形外科※

（★）アルテミスウイメンズホスピタルは女性のみ。
（※）石垣整形外科では特定健診、後期高齢者・無保険者健診を実施していません。
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　☆なかよし広場＝a１０月１６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
　☆手作り布おもちゃの会＝a２０日
（火）午前１０時～正午e乳幼児とその
保護者h裁縫箱、はさみj保育はあり
ませんk１０月１日（木）午前１０時から
同センターへ
 

　☆ちびっこ育児講座＝a１０月９日
（金）午前１０時～１１時半c１・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。一人で悩
まず一緒に考えましょうe１・２歳児
とその保護者f先着１０組j保育あり
k１０月１日（木）から同センターへ
　☆なかよし広場＝a１３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
 

朗読サロン
　この機会に耳で文学作品を味わって
みてはいかがでしょうか。言葉遊びや
詩の朗読を行い、交流を図りましょう。
主催は東久留米図書館友の会。
　a１０月１５日（木）午後１時半～３時
（１時１５分開場）b南部地域センター
２階講習室２g無料i車での来場はご
遠慮くださいk当日直接会場へlひば
りが丘図書館緯４６３・３９９６
滝山図書館「読書会」
　今回の題材は芥川龍之介の「アグニ
の神」。事前に熟読していただき、当日
順番に朗読後、この作品や著者につい
て語り合います。
　a１０月１８日（日）午後２時～４時b
西部地域センター講習室３g無料k前
日までに、電話（４７１・７２１６）または
直接滝山図書館へl同館
１０月の図書館休館日
　１０ 月２ 日（金）・９日（金）・１６日
（金）・２３日（金）・３０日（金）は、全
館休館です。中央図書館は２０日（火）
も休館します。
　l中央図書館緯４７５・４６４６
 

第30回ファミリースポーツフェス
ティバル
〜スポーツセンターに集まろう！〜
　爽やかな秋の一日、スポーツを楽し
みながら家族でいい汗をかきませんか。
　a１０月１２日（祝）午前１０時～午後３
時半（雨天決行。２時半まで受け付け）
bスポーツセンター、大門中学校c①
体験コーナー＝ソフトバレーボール、
ミニテニス、ストラックアウト、クラ
イミング、ラージボール卓球、弓道、
アーチェリー、スカットボール、ドッ

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

ジボール、ユニカール、エアロビクス、
ジムトレーニング、自由遊泳（水着・
水泳帽持参）、拳玉・お手玉・おはじき
などの伝承遊び②ウオーキング＝スタ
ートは滝山球場と市役所の２カ所で、
いずれも午前１０時。ゴールはスポーツ
センター。黒目川と落合川の遊歩道な
ど約６kmコース③救急法の指導と体
験＝東久留米ＣＰＲ友の会による傷害
の手当てや人工呼吸、心臓マッサージ
の指導④ミニ運動会（午前１０時半〜午
後０時半に大門中学校校庭で開催）＝
パン食い競争、スプーンレース、宝探し、
スポーツ少年団対抗リレーなど　※整
理券を午前９時から先着順で配布。⑤
エキシビション＝ヒップホップの発表
（東京ドームスポーツ）、集団演技と体
操指導（日本体育大学体操部）⑥フリ
ーマーケット、  出   店  （雨天中止）h上

で みせ

履きi当日は駐車場がありませんので、
徒歩または自転車でご来場ください。
午前９時～午後５時は、スポーツセン
ターおよび駐車場の一般利用はできま
せん。あらかじめご了承くださいl市
体育協会緯４７０・２７２２
ニュースポーツデー
〜スポーツ推進委員会
　a１０月１０日（土）午前１０時～午後４
時bスポーツセンターc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、ネオホッケーg１００円h上
履きk当日直接会場へl生涯学習課ス
ポーツ振興係緯４７０・７７８４
クライミングウォール使用認定会
　スポーツセンターのクライミングウ
ォール個人開放時に使用できる方を判
定・登録する認定会を開催します。
　a１０月１６日（金）午後７時～９時bス
ポーツセンターe高校生年代以上で、
リードクライミング技術を習得し、グ
レード５.１０前半程度が完登できる方
f１０人g１,３００円（施設使用料・保険代
など。当日集金します）h用具を持っ
ている方は持参してくださいj判定員
は市山岳連盟k１０月１日（木）から、
同センターで配布する用紙で申し込み
を（要認め印。未成年者は保護者の同
意が必要です）l市体育協会緯４７０・
２７２２
第63回ターゲットバードゴルフ
久老連共催大会
〜ターゲットバードゴルフ協会主催
　a１０月２０日（火）午前９時～正午
（予備日は２７日）b滝山球場j参加見
学自由。懇切に指導しますl同協会・
児玉緯４２２・３８４８
第29回シングルステニス大会
〜市テニス連盟主催
　a１１月８日（日）（予備日は１５日）b
市内各テニスコートc種目は一般男女
シングルスe市内在住・在勤・在学・
在テニススクールで高校生以上の方g
１人２,０００円iエントリー後のメンバ
ー変更や参加費の返金はできませんj
試合時間・会場などは、後日郵送する
ドロー表でお知らせしますk１０月１９日
（月）までに、郵便振替（００１９０－２
－６３２３６９、加入者名は東久留米市テニ
ス連盟）で、通信欄に郵便番号・住所・
氏名・電話番号・参加種目、市外の方
は勤務先・学校名・スクール名を記入
の上、参加費の振り込みを。連盟役員
への直接申し込みもできますl同連
盟・佐々木緯４７３・００７９（夜間）
ミニテニス運動教室
（子どもの体力運動能力向上事業）
　ラケットとボールを使った運動を中
心に体の動かし方を身に付け、運動の

楽しさを感じ、以後継続的に運動をす
る意欲につなげることを目指します。
　a全８回。１１月１０日～１２月２９日のい
ずれも火曜日、午後５時～６時bスポ
ーツセンターe運動が苦手で、学校体
育以外で運動をする機会の少ない小学
１・２年生中心f２０人（応募者多数の
場合は抽選）g無料iテニスの技術を
身に付ける内容ではありません
kl１０月１日（木）～２０日（火）に電
話で同センター緯４７０・７９００へ
初心者クライミング教室
　a全３回。１１月１３日・２０日・２７日の
いずれも金曜日、午後７時～９時bス
ポーツセンターe市内在住・在勤で中
学生以上の方（中学生は保護者同伴）
f２０人（応募者多数の場合は抽選）
g２,４００円（施設使用料・保険代など）
k１０月１５日（木）までに（消印有効）、
往復はがきに教室名・住所・氏名・年齢・
電話番号、在勤・在学の方は勤務先・
学校名を記入の上（返信用にも住所・
氏名を書いて）、〒２０３－００１１、大門町
２－１４－３７、スポーツセンター内、市
体育協会宛て郵送をl同協会緯４７０・
２７２２
 

秋の昆虫展
　秋はいろいろな虫の声を聞くことが
できる季節です。声は聞こえても鳴い
ている虫の姿を見たことがある人は意
外と少ないはず。童謡「虫の声」に出
てくる虫たちをはじめ、秋を代表する
昆虫を見て、秋を感じてみませんか。
　a１０月２日（金）～１０日（土）の午
前９時～午後４時半　※４日（日）は
休室。b郷土資料室（わくわく健康プ
ラザ２階）k当日直接会場へl郷土資
料室緯４７２・００５１
第19回聴覚障害者への理解を深める集い
「市民手話まつり」
〜みんなで広げよう　手のことば〜
　「市民手話まつり」は、市民の皆さん
に聞こえない人たちのことを知ってい
ただくことを目的に毎年開催し、今年
で１９回目となります。東久留米市ろう
あ協会・市障害福祉課共催。後援は市
社会福祉協議会・さいわい福祉センタ
ー。協賛は東久留米市手話サークル「フ
レンズ」。
　a１０月１８日（日）午前１０時～午後４
時　※雨天決行。b市民プラザ他c第
一部（午前１０時〜正午）＝聞こえない
方たちと交流しながら手話を覚えられ
る「子ども手話スタンプラリー」、大人
向けに「手話教室」、聞こえなくて困る
ことを一緒に話し合いながら交流する
時間もあります▼第二部（午後０時半
から）＝デフリンピック・パラリンピ
ック選手の高田裕士・千明夫婦による
講演会「ハードル（障害）を飛び越え
て」（当日受け付け。手話通訳、要約筆
記、磁気ループあり）　 ※聞こえない
人たちによる和太鼓演奏は午前１０時か
らと講演会後の２回行います。また、
市役所１階屋外ひろばでは、模擬店・
バザー・子どもゲームを終日開催して
います。l東久留米市ろうあ協会・平
山（ファクス４６８・８８１４）、東久留米市
手話サークル・ 濱 緯４７３・１１２８、市障

はま

害福祉課緯４７０・７７４７
第３回消費者講座
〜食品と栄養の移動教室〜
　加工商品を上手に使って、家庭食を
おいしく楽しいものにしませんか。料
理初心者も気軽にご参加ください。

　a１０月２０日（火）午前１０時～午後２
時b西部地域センター調理実習室c献
立＝ミステリーラーメン、竜田揚げ丼、
チキンロールのタラコソース、タラモ
サラダ、びっくりラーメンボールf先
着２４人　※２歳～未就学児の保育あり
（定員３人。要予約）。d一般社団法人
栄養改善普及会の 在  塚  茂  登  子 氏g５００

あり づか も と こ

円hエプロン、三角巾、布巾、台布巾、
筆記用具j協賛は一般社団法人日本即
席食品工業協会、株式会社日清製粉グ
ループ本社k１０月１日（木）午前９時
から電話で生活文化課緯４７０・７７３８l
同課
男女平等推進センター
男女共同参画の視点から考える減
災対策〜あなたと、あなたの家族
を守るために〜（手話通訳あり）
　災害への備えは、つい先延ばしにし
てしまいがちです。多くの災害調査に
関わっている講師から、事例、教訓、
実践例を学びながら、防災・減災への
日常の備えを考えます。「防災まちづく
り学校」の公開講座として開催します。
　a１０月２１日（水）午後１時半～３時半
b市民プラザホールf７０人d東京
YWCA東日本大震災被災者支援プロ
ジェクト長の 池  上  三  喜  子 氏g無料j２

いけ がみ み き こ

歳～未就学児の保育あり（定員５人。１０
月１日〈木〉～１４日〈水〉までに男女平等
推進センターへ要予約）k当日直接会
場へl同センター緯４７２・００６１（火曜日
休館）
 

柳泉園グランドパーク
臨時休業のお知らせ
　１０月４日（日）～１７日（土）は、施
設点検に伴い臨時休業します。ご不便
をお掛けしますが、ご理解・ご協力を
お願いします。
　l同パーク緯４７３・３１２１
自由学園
第68回体操会
　今年は、７月にフィンランドのヘル
シンキで開催された「第１５回世界体操
祭」に出場した学生チーム「JIYU 
GAKUEN」やデンマーク・オレロッ
プ体育アカデミーのエリートチームに
よる演技発表もあります。
　a１０月１０日（土）午前の部＝午前９
時４５分～正午ごろ▼午後の部＝午後１
時１５分～３時１５分ごろ　※雨天の場合
は１１日に変更。b自由学園（学園町１
－８－１５）g無料i車での来場はご遠
慮くださいk当日直接会場へl同学園
緯４２２・３１１１
薬湯の日“ラベンダー湯”
　ab１０月１１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～１０
時半j６歳以下は無料l各利用施設
社会福祉協議会
高齢者・障がい者のための成年後見相談会
　司法書士による無料相談会です。共
催は市社会福祉協議会成年後見制度推
進機関、公益社団法人成年後見センタ
ー・リーガルサポート東京支部。
　a１１月６日（金）午前１０時～午後４
時（１人５０分まで）b市民プラザ会議
室c成年後見制度、相続、遺言、悪質
商法被害、多重債務問題などe市内在
住の方f先着３０人kl１０月１日（木）
～１１月２日（月）の土曜・日曜日、祝
日を除く午前９時～午後５時に同協議
会相談支援担当緯４７９・０２９４へ

ガ イ ド


