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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.　11.　15

11月23日（勤労感謝の日）のごみ収集は
　１１月２３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。

【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】（市外局番は042【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】（市外局番は042））

【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１１月１日現在＞　人口１１７,１３９人（うち外国人１,７９８人）／前月比３７増
男５７,３９４人／前月比２減　女５９,７４５人／前月比３９増　世帯数５２,９０８／前月比４１増

○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）
　▽健康課　保健サービス係緯４７７・００２２、　予防係緯４７７・００３０
　　　　　　特定健診係緯４７７・００１３
○わくわく健康プラザ（わくわく健康プラザ施設の貸し出し）緯４７７・１１１５
○中央図書館　緯４７５・４６４６（月曜～木曜日が午前１０時～午後８時。土曜・日曜日、祝

日が午後５時まで。休館日は金曜日、第３火曜日、年末年始、特別整理休館日）
○生涯学習センター　緯４７３・７８１１（午前９時～午後１０時。休館日は第４月曜日と年末年始）
○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、祝日が午後９時半まで）
○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》
▼東久留米消防署　　　　緯４７１・０１１９　▼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・０９１・１０１／緯０４２・５４８・５１１０
▼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

高齢者に対する
インフルエンザ予防接種
　予防接種法に基づきインフルエンザ
予防接種（本人負担あり）を実施します。
ただし、接種を受けることは義務では

ありません。本人が希望する場合に限
り接種を行います。今年度は、これま
でより１種類多い４種類のウイルスの
型に対応できるワクチンに変わったた
め、費用が２,５００円になりました。年齢・
住所が確認できる健康保険証などを持
参の上、実施医療機関で配布する説明
書を読んでから、接種してください。
　a実施期間は、医療機関の休診日を

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）

除く２８年１月３１日（日）まで。
　※実施期間は前記の通りですが、効
果の面からは年内に接種すべきと考え
られています。b実施医療機関は左下
表参照。　※近隣市（小平市・東村山市・
清瀬市・西東京市）に限り、協定によ
り市内の医療機関と同様に取り扱いま
す（１２月２８日〈月〉まで。ただし、西
東京市は２８年１月３０日〈土〉まで）。近
隣市で接種を受ける際は、東久留米市
の予診票を必ず持参してください。予
診票は市内の実施医療機関窓口の他、
市役所１階総合案内、上の原・ひばり
が丘・滝山の各連絡所、健康課予防係
（わくわく健康プラザ内）で配布しま
す。e市内在住で、接種日に①６５歳以
上の方②６０歳以上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級程度の障害がある方、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）g２,５００円
（１人１回のみ）。　※接種の際、生活
保護受給者は同受給証明書の提出を、
中国残留邦人等支援給付受給者は同本
人確認証を提示または支援給付受給証
明書を提出していただくと無料になり
ます。l健康課予防係緯４７７・００３０
３歳児健診
　a１１月１９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１０月１０日～３１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
ＢＣＧ予防接種
　a１１月２５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６月生まれの乳児（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
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高齢者インフルエンザ予防接種　実施医療機関（東久留米市）
電話番号所　在　地医　療　機　関　名
４７１・２６２８上の原１－４－１１－１０３東久留米団地診療所
４７３・２０４０金山町２－１９－８二木皮膚科医院
４７７・５８５６大門町１－１－２４武田クリニック
４７９・５６５６東本町１－３松岡レディスクリニック
４７１・０１３０東本町４－３細井医院
４７３・５５９６東本町５－１初谷整形外科クリニック
４７７・００５５東本町６－１５おかの内科クリニック
４７７・５５６６東本町８－９石橋クリニック
４７１・２３０４新川町１－４－１８いくせ医院
４７０・９１７７新川町１－９－２２福山内科クリニック
４７７・００７１新川町２－２－２２東久留米クリニック
４２１・２１２１学園町１－１４－３２高月内科クリニック
４２１・０９７３学園町２－１１－１４ひばりヶ丘診療所
４７２・８７０９本町１－１－１１清水胃腸科内科
４７９・１８００本町２－３－４たかはしクリニック
４７５・０６１０本町３－１－１子田整形外科
４７６・４１００本町３－１－９古谷消化器科内科
４７１・２２９１本町３－３－２３富士見通り診療所
４２０・５６６１本町３－１１－１５あだち医院
４７２・２３８６本町３－１２－２山口内科・呼吸器科クリニック
４７７・０５５５幸町４－２－１おざき内科循環器科クリニック
４７０・７６７６幸町５－７－１さいわい町診療所
４７２・６１１１中央町１－１－２０アルテミスウイメンズホスピタル（★）
４６１・２９６７南沢４－３－２鹿島医院
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
４６０・８５０２南沢５－１８－５０鈴木クリニック
４７１・０１５４前沢２－１０－９前沢医院
４７０・９１１８前沢４－３１－４たきぐち内科クリニック
４７０・９５１１前沢５－２４－２３島田整形外科
４６０・０５３１南町１－６－１１尾町内科クリニック
４７３・３３１１滝山４－１－１８滝山病院
４７０・０６２０滝山５－２２－１７石垣整形外科
４７３・１１１７滝山７－３－１７長生医院
４７２・８１８１滝山７－１５－１６飯田医院
４７９・７１７１下里２－８－２１胃腸科内科松本クリニック
４７３・７３５５下里７－６－２大波クリニック

（★）アルテミスウイメンズホスピタルは、女性のみ。

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）
　１１月１５日・２９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）
　１１月２２日＝福山内科クリニック（新川町１－９－２２、☎４７０・９１７７）
　１１月２３日＝石橋クリニック（東本町８－９、☎４７７・５５６６）
【歯科】
　１１月１５日・２２日・２３日・２９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）
　１１月１５日・２３日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　１１月２２日・２９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）
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で２８年１月に開催予定。f先着１２人g 
６７０円（①の会食代。栄養士がバランス
を考えた、こだわりのお弁当を用意し
ます）kl１１月１６日（月）午前９時か
ら電話で介護福祉課地域ケア係緯４７０・
７７７７（内線２５０２、２５５７）へ
今から始めるウオーキング！
～若々しさはちょっとした運動習慣から～
　a１１月２７日（金）午前９時１５分〜正
午b東部地域センターc初心者向け。
日本体育協会スポーツ指導員による
「ウオーキングの姿勢・効果的な速度
の紹介」「筋肉をつくる食事の話」。黒
目川と落合川沿いを約３km歩きます
e市内在住の方h飲み物、タオル、歩
数計（お持ちの方）i雨天中止。歩き
やすい服装と靴でご参加くださいk 
l１１月１６日（月）〜２５日（水）に電話
で健康課保健サービス係・健康づくり
推進部会緯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。
 

　☆絵本だいすき＝a１１月２０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＝ae２１日・２８日のい
ずれも土曜日。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b集会室c絵本の読み
聞かせなどd滝山読書会
　☆外遊びの日＝a２９日（日）午後１
時半〜４時。雨天中止b西部運動広場
e小・中学生h飲み物、帽子j動きや
すい服装でk当日午後１時１５分までに
滝山児童館に集合
　☆臨時閉館のお知らせ＝１１月２３日
（祝）は、西部地域センターの電気設
備点検のため閉館します
 

　☆幼児のつどい＝ac１１月１９日が
「クリスマス工作」。２６日が「クリスマ
ス会の練習①」。いずれも木曜日、午前
１０時半〜１１時半e幼児
　☆工作の日＝a２０日（金）午後２時
から、２１日（土）午後１時半からcキ
ャンドル作りe小・中学生hキャンド
ルを持ち帰る袋k当日午後４時まで受
け付け
　☆赤ちゃんといっしょ！だっこでお
はなし＝a２７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
　☆ビーズキーホルダー工作＝a２８日
（土）午後１時半からe幼児（保護者
同伴）〜中学生f先着１００人d丸実会k
当日受け付け
　☆クリスマス会＝a１２月１２日（土）
午後１時半〜３時半cマジックやダン
スなど。小学生向けe４歳児（保護者

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

同伴）〜中学生f１５０人k１１月２１日（土）
午前９時から、参加整理券（無料）を
配布。整理券のない方も当日入場でき
ます
　☆臨時閉館のお知らせ＝１２月１２日
（土）午前中は、クリスマス会のため
遊べません
 

　☆おはなしの日＝a１１月１７日・２４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
　☆赤ちゃんひろば＝ac１８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。２５日が「ベビーマッサージ」、
先着２５組、講師は渡辺直子氏、オイル
代２００円（当日集金）、バスタオル・お
むつ・水分補給物（母乳可）を持参、
１１月１８日（水）午前９時から受け付け
（電話可）。いずれも水曜日、午前１０時
半〜１１時半e０歳児とその保護者
　☆幼児のつどい＝ace１９日が「ク
リスマス工作と１１月生まれのお誕生日
会」、２歳〜４歳児。２６日が「クリスマ
ス会の練習と１１月＆１２月のお誕生日
会」、１歳児。いずれも木曜日、午前１０
時半から
　☆クリスマス工作＝a２４日（火）〜
１２月６日（日）の午前１０時からcペー
パーアートクリスマスe小学生以上k
当日受け付け
　☆クリスマス会＝a１２月１２日（土）
午後２時〜４時（１時４５分開場）c子
どもたちの出し物、ゲームなどe４歳
児（保護者同伴）〜高校生年代f１５０人
k１１月２１日（土）午前１０時から、参加
整理券（無料）を配布。直接同館へ
（電話不可）
　☆臨時閉館のお知らせ＝１２月１２日
（土）午前中は、クリスマス会のため
遊べません
 

　☆おはなしの日＝a１１月１８日（水）
午後３時４５分〜４時１５分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＝ace１９日（木）
午前１０時半〜１１時１０分が「リズム遊び」、
うさぎ（１歳１カ月〜２歳６カ月児）。
２６日（木）午前１０時半〜１１時１５分が「ク
リスマス会の準備会」、あひる（２歳６
カ月〜４歳児）
　☆ひばＣＡＦＥ＝a２０日（金）午前
１０時半〜１１時半c看護師を招いてお話
ししましょうe乳幼児とその保護者f
先着１２組k受け付け中
　☆わらべうたで子育て＝a２４日（火）
午前１０時半〜１１時半cわらべ歌や子育
ての話e０歳児とその保護者f先着１５
組d原悠子氏k１１月１７日（火）午前１０
時から受け付け（電話可）
　☆バドミントン大会＝a２５日（水）
午後３時半からe小学４年〜６年生f
先着１２人k１１月１８日（水）午後３時半
から受け付け（電話不可）

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

３〜４カ月児健診・産婦健診
　a１１月２６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７月６日〜２６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
　a１２月３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５月９日〜３０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
　a１２月４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
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っています。
　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ってい
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
ています。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
若さを保つ！元気食教室
～老化予防・低栄養予防のために～
　いつも同じ献立だったり、１日２食
になったりしていませんか。満遍なく
食べることが、元気で長生きの秘訣で
す。栄養士が、元気の出る食べ方のコ
ツをお伝えします。
　a全２回（２日間通して参加できる
方に限ります）①１２月７日（月）午前
１０時〜午後０時半（会食あり）②２１日
（月）午前１０時〜正午b東部地域セン
ター会議室２c老化予防の食事や簡単
で栄養のある料理方法の講義（調理実
習はありません）。会食を通した参加者
との楽しい交流などe市内在住の６５歳
以上で老化予防の食事について学びた
い方。「肉・卵・牛乳などをほとんど食
べない」などの食生活で、疲れやすい方。
体重が減ってきている方。男性もぜひ、
ご参加ください。なお、糖尿病・脂質
異常症・高尿酸血症などで、医師から
食事制限の指示がある方は参加できま
せん。　※今回は主に東部地域（上の原、
金山町、神宝町、氷川台、大門町、小
山、東本町、新川町、浅間町）在住の
方が対象です。同様の教室を西部地域
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劇場リアル謎解きゲーム「怪人からの脱出」
　制限時間内に謎を解いて事件を解決したり、
密室から脱出したり。参加した皆さんが登場人
物となり、非日常的な空間の中で、「リアル」に
物語を体感するイベントです。「劇場」という特
殊空間をいっぱいに使って、参加者自身が「探
偵役」となり、謎を解きながら舞台を展開させ
ていきます。「劇場」の裏側をのぞき見しながら、
謎を解く快感をお楽しみください。
　a１２月６日（日）①午前１１時から②午後２時

から③午後５時から（各回２０分前に開場）b生
涯学習センターホールc声優（JTBエンタテイ
ンメント所属）▽ライト　楠田亜衣奈▽シャド
ー　酒井俊輔▽スター　遠藤広之▽ナレーショ
ン　竹内想e中学生以上向け
（未就学児不可。小学生は保
護者同伴）g入場券＝２,８００円
（１人１枚必要）k入場券は
生涯学習センターで頒布中l
同センター緯４７３・７８１１
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とりに番号を割り振り、社会保障・
税などに関する情報を一元管理する
もので、用途は限定されています。
　事業者が所有している個人の未払
い状況などの情報が、マイナンバー
に記録されることはありません。
　１０月からマイナンバーの通知が徐
々に始まっています。それに伴って、
マイナンバー制度に便乗した悪質な
勧誘や、個人情報を聞き出そうとす
る不審な電話・メールが増えること
が予想されますので、十分に注意し
てください。
　マイナンバーに関連した不審な勧
誘を受けたり、少しでも不安を感じ
たときは、消費者センターに相談し
てください。
　なお、マイナンバー制度の仕組み
など全般については、マイナンバー
の専用コールセンター緯０５７０・２０・
０１７８（全国共通ナビダイヤル）で受
け付けています。
《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

マイナンバー制度に便乗した
不審な電話などに注意！
Ｑ．スマートフォン（スマホ）に「動
画の閲覧料金」の請求メールが送ら
れてきた。心当たりがないため、メ
ールに記載されていた番号に電話を
したところ、「未払い状況がブラック
リストに掲載されている。本日中に
支払わないとマイナンバーにもその
情報が記録される」と言われた。そ
のようなことがあるのだろうか。
Ａ．これは架空請求です。こちらか
らは一切連絡をせず、相手から連絡
が来ても対応しないようにしましょ
う。連絡をしてしまうと、電話番号
などの個人情報を知られ、請求がし
つこく続きます。その場合は、断固
支払いは拒否しましょう。メールア
ドレスや電話番号を変えるのも１つ
の方法です。
　マイナンバー制度は、国民一人ひ
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ワンコインファミリーコンサート
～クリスマスの贈り物～
　a１２月１２日（土）午前１０時半〜１１時
４５分b西部地域センターc第１部＝
影絵と音楽でおくる物語「人魚姫」▼
第２部＝クリスマスコンサート。出演
は岩下美穂・ 葉  波  真  澄 ・今井万里子

は なみ ま すみ

（マリンバ・打楽器）、影絵劇団「ハー
メルン」。主な曲目は「クリスマスメド
レー」他g５００円（３歳児以上）kl
同センター緯４７１・７２１０へ
女性のための再就職支援セミナー
＆個別相談会
　働く女性を取り巻く環境を理解する
とともに、自分らしい仕事の選び方、
成果を出す就職活動の進め方を学びま
せんか。
　ac１２月１７日（木）①午後１時〜３時
半（０時半から受け付け）が再就職支援
セミナー②午後３時半からが個別相談
会b東部地域センターe就職活動中
またはこれから働きたい女性f①が５０
人②が１０人。いずれも先着順・要予約。
②のみの参加は不可dGCDF-Japanキ
ャリア・カウンセラーで２級キャリア・
コンサルティング技能士の 荻  野  智  美 氏

おぎ の とも み

g無料j①のみ保育あり（無料。年齢条
件などあり。要問い合わせ）kl東京し
ごとセンター多摩緯０４２・３２９・４５２４へ
第10回市民プラザ・トワイライトコンサート
～クリスマスジャズコンサート～
　地元人気ビッグバンドによるジャズ
アレンジされたクリスマスの名曲をお
楽しみください。
　a１２月２０日（日）午後５時半〜７時
半（５時開場）b市役所１階屋内ひろ
ばc出演はジョリーウエスト・ジャズ
オーケストラ。
ゲストは田辺
信男氏（テナー
サックス）f先
着２００人g１,０００
円（ワンドリン
ク・おつまみ付
き）k入場券は
市民プラザ・各
地域センターで頒布中。　※頒布終了
時は当日券無し。電話予約不可。l同
プラザ緯４７０・７８１３
 

くるくるチャンネル
入力サポートのお知らせ
　東久留米の情報サイト「くるくるチ
ャンネル」では登録団体の皆さんに入
力サポートを行います。操作方法がわ
からない方などに、運営委員と事務局
員がお手伝いします。
　a２８年２月１８日までの毎週木曜日、
午前１０時〜午後１時１５分（１団体１時
間半まで）b西部地域センター内事務
局g無料i毎月第２・第４火曜日に市
役所１階屋内ひろばで開催している出
張サポート（午前９時４５分〜１１時半）
は引き続き行っています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
シルバー人材センター会員募集
　市内在住の、原則６０歳以上の健康で
働く意欲のある方は、どなたでも入会
できます。まずは入会説明会にお越し
ください。
　a１１月１８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kl
同センター緯４７５・０７３８へ

ガ イ ド

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、見守りなどでお困り
の方に市民の協力者がサポートする有
償の地域の助け合いです。
　協力者も募集中。空いている時間を
子育て支援に提供しませんか。どちら
もまずは説明会にご参加ください。
　a１１月２５日（水）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同センター事務局緯４７５・
３２９４へ
自衛官を募集します
陸上自衛隊高等工科学校生徒（一般・推薦）
　e２７年４月１日現在、１５歳〜１７歳未
満の男子c試験日は、①一般が２８年１
月２３日（土）②推薦が２８年１月９日（土）
〜１１日（祝）の指定する１日k①一般
が２８年１月８日（金）、②推薦が１２月４
日（金）まで（必着）l自衛隊国分寺
募集案内所（東久留米市担当・小林）
緯０４２・３２４・１０１０
商工会創業塾（５日間コース）
受講生を募集します
　創業に興味がある方、独立開業を考
えている方のためのセミナーです。創
業の基礎知識から成功するためのノウ
ハウなど楽しくスムーズに学べます。
専門家集団のサポートを受け、あなた
が描いた夢の実現に向けて第一歩を踏
み出してみませんか。主催は東久留米
市・小平市・東村山市・清瀬市・西東京市
の各市商工会、東京都商工会連合会。
　a全５回。２８年１月２４日（日）・３０日
（土）、２月７日（日）・１４日（日）・２８
日（日）のいずれも午前９時半〜午後
４時半b東村山市市民センター（東村
山市本町一丁目）f５０人d一般社団法
人多摩経営工房g５,０００円（テキスト
代）kl１１月１６日（月）から東久留米
市商工会緯４７１・７５７７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＝a１１月２０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＝ace１１
月２５日（水）が「はいはいの会」、６カ
月〜１２カ月児とその保護者。１２月２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バスタオルj保育あり（先着３
人）。１１月１６日（月）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＝a１２月１
日（火）午前１０時〜正午e乳幼児とそ
の保護者f先着２０人h裁縫箱・はさみ
j保育はありませんk１１月１６日（月）
午前１０時から同センターへ
 

　☆赤ちゃん広場＝a１２月４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h
バスタオルk当日直接会場へ
　☆なかよし広場＝ab１１月２４日（火）
と１２月８日（火）のいずれも午前１０時
〜１１時半b第六小学校e０歳〜５歳児
とその保護者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、小学
生との交流も体験してみましょうhス
リッパk当日直接会場へ徒歩か自転車
で来場を
 

第５回ぬいぐるみのおとまり会
　大好きなぬいぐるみと一緒に、お話
を聞いたり紙芝居を見たりします。ぬ
いぐるみは図書館に２泊します。
　aぬいぐるみの持ち込み期間は１１月
１５日（日）〜１９日（木）、お迎えは２１日
（土）午前１０時半b滝山図書館e満４
歳児〜小学２年生f先着１０組g無料i
駐車場はありませんjぬいぐるみは
１５cm〜３０cm、１人１体kl受け付け中。
電話または直接同館緯４７１・７２１６（キ
ャンセル待ちあり）へ
図書館ガイド
　滝山図書館で行う「図書館ガイド」
です。図書館での資料の探し方、 OPAC 

オーパック

（利用者端末）の使い方を説明します。
　a１１月３０日（月）午前１０時〜１１時e
一般向けf先着８人k受け付け中。電
話または直接滝山図書館緯４７１・７２１６
へ。定員に達しない場合は、当日も受
け付けますl同館
食べることって、楽しい！
～食育について考えよう～
　子育て支援連動企画最終回のテーマ
は、「食育」です。子どもの健康的な成
長のために欠かせない食事。偏食や小
食、アレルギーなど親の悩みは尽きま
せん。食事の大切さを知り、お子さん
に食べる楽しみを再発見してもらいま
しょう。

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

　a１２月１３日（日）午前１０時〜１１時半
b南部地域センター２階講習室e未就
学児〜小学生の保護者f４０人d管理栄
養士の曽根眞理枝氏g無料i駐車場は
ありません。車での来場はご遠慮くだ
さいj１歳〜未就学児の保育あり（定
員５人。１１月１５日〈日〉〜当日に要予
約。費用５００円）kl１１月１５日（日）から
電話または直接ひばりが丘図書館緯
４６３・３９９６へ
 

ジュニアソフトテニス中級者教室
～市体育協会・公益財団法人東京都体
育協会・東京都主催
　国体選手やアスリートを目指して参
加しませんか。
　a１２月１２日（土）午前８時〜午後５
時（予備日１２月１９日）b市立テニスコ
ートe市内在住・在学の小学５年〜高
校３年生で、テニスシューズ・ラケッ
トを持っている方f１００人（小学生１５人、
中学・高校生８５人）。応募者多数の場合
は抽選g無料hタオル、帽子、飲み物
k１２月２日（水）までに（必着）、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、またはファク
ス（４７０・４６００）で送信をl同協会事
務局緯４７０・２７２２
 

女性に対する暴力をなくす運動
関連展示
～男女平等推進センター主催
　１１月１２日〜２５日は「女性に対する暴
力をなくす運動」期間です。配偶者な
どからの暴力、性犯罪、売買春、セク
シュアル・ハラスメント、ストーカー
行為や人身取引など、女性に対する暴
力は、人権を侵害するものであり、決
して許される行為ではありません。
　期間中、パープルリボンタペストリ
ーや「配偶者暴力（ＤＶ）防止」パネ
ルと図書などの展示を行います。「女性
に対する暴力」について知り、自分に
できることは何かを考えてみませんか。
　a１１月２５日（水）
までb男女平等推
進センターロビー
l電話または直接
同センター緯４７２・
００６１（火曜日休館）
ヘ
多摩六都科学館
サイエンスカフェ
「ワリとイケてる！アズキのなかま」
　アズキの仲間は世界中にあり、さま
ざまな環境に適応して生き延びていま
す。お菓子やお茶を片手に、アズキに
秘められた力についてお話を聞いてみ
ませんか。共催はNPO法人 くらしとバ
イオプラザ２１。
　a１２月６日（日）午後２時〜３時半e
中学生以上f３０人d農業生物資源研究
所主任研究員の 内  藤  健 氏g無料（高校

ない とう けん

生以下は入館料も無料）k１１月２４日
（火）までに（必
着）、同館ホームペ
ージから、または、
はがきで同館宛
て郵送をl同館
緯４６９・６１００

▶
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▲いろいろなアズキ
のなかま

▲ゲストの田辺信男氏
　（テナーサックス）


