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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）

28.　4.　15

4月29日（昭和の日）のごみ収集は
　４月２９日は金曜日の祝日ですが、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。

【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２８年４月１日現在＞　人口１１７,０５３人（うち外国人１,８０５人）／前月比１７減
男５７,２９９人／前月比４１減　女５９,７５４人／前月比２４増　世帯数５３,０４１／前月比１１０増

大人の風しん抗体検査・予防接種
費用の一部を助成します
　風しんは、免疫のない女性が妊娠中
に感染すると、胎児が先天性風
しん症候群となる恐れがあり、
妊娠を予定している女性や将来
的に妊娠を希望する女性が、妊
娠前に免疫を持つことが重要で
す。
　市では、風しんの免疫保有状
況を確認するための抗体検査と、
抗体検査の結果、免疫が不十分
であった方への予防接種費用の
一部を助成します。
　a２９年３月３１日（金）まで（医
療機関の休診日を除く）b右表
の市内実施医療機関e①抗体検
査＝妊娠を予定または希望する
１９歳以上の女性②予防接種＝抗
体検査の結果が低抗体価である
１９歳以上の女性　※風しん含有
ワクチンの予防接種歴が２回以
上ある方は対象外。k①抗体検
査＝右表の医療機関へ予約、同
機関で申込書に記入し抗体検査
を受けてください。後日、同機
関で結果を聞き、低抗体価であ
った場合は予防接種をご検討く
ださい。　※健康課への申し込
みは不要。②予防接種のみ希望
者＝低抗体価（EIA価８.０未満も
しくはHI抗体価１６倍以下）が確
認できる書類を持って、健康課
（滝山４－３－１４、わくわく健
康プラザ内）へ来場ください。
右表の医療機関へ予約し、同課
で交付する予診票を持って、同

機関で接種してくださいh保険証など
の本人確認書類、母子健康手帳（本人
の接種歴などを確認するため）、低抗体
価の確認書類g①抗体検査＝無料②予
防接種＝麻しん・風しん混合ワクチン
１,３００円（ワクチンの供給量により、風
しんワクチン７５０円の接種も可能）　

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）

※生活保護受給者は無料で接種できま
すが、受給証明書の提出が必要です。
i費用の助成は、検査・接種のいずれ
も１人１回です。また、左下表以外の医
療機関などで実施した場合は助成でき
ませんl同課予防係緯４７７・００３０
ＢＣＧ予防接種
　a４月２０日（水）午後１時半～３時
受け付けbわくわく健康プラザe２７年
１１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
乳児も接種可）j次回は５月２５日（水）
の予定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
　a４月２１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１２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
１歳６カ月児健診
　a４月２８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９月２５日～１０月１８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
５月のプレ・パパママクラス
　５月２１日は土曜日の開催です。ご夫
婦そろって参加してみませんか。
◎小児科医・助産師の話、交流会＝a
９日（月）午後０時半～４時
◎プレママクッキング＝a１７日（火）
午前９時半～午後２時c妊娠中の栄養
と食事の話、調理実習g５００円（食材費）
◎お風呂の入れ方、妊婦疑似体験、交
流会＝a２１日（土）午後０時半～４時
◎妊婦歯科健診＝a２４日（火）午後１
時１５分～３時
《共通事項》bわくわく健康プラザe
おおむね妊娠１６週以降の方とその夫
f２５組（応募者多数の場合は初産の方
を優先）j４回で１コース。ただし１
日のみの参加も可kl電話で健康課
保健サービス係緯４７７・００２２へ
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土金木水火月日

７７６５５４４３３２１１

１１４４１３１２１１１０９８８

２２１１２０１９１８１７１６１１５５

２２８８２７２６２５２４２３２２２２

３１３０２２９９

4
土金木水火月日

２２１

９９８７６５４３３

１１６６１５１４１３１２１１１１００

２２３３２２２１２０１９１８１１７７

３３００２２９９２８２７２６２５２２４４

大人の風しん抗体検査および予防接種
実施医療機関一覧 ２８年４月１日現在

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
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
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
４２１・０９７３学園町２－１１－１４ひばりヶ丘診療所

４７９・７３００本町３－１－２３大塚小児科アレルギー
科クリニック

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

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
４６０・８５０２南沢５－１８－５０鈴木クリニック

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

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
４６０・０５３１南町１－６－１１尾町内科クリニック
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

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】※薬の処方は最低限の日数となります。
　４月１７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）
　４月２４日＝いくせ医院（新川町１－４－１８、☎４７１・２３０４）
　４月２９日＝福山内科クリニック（新川町１－９－２２、☎４７０・９１７７）
【歯科】
　４月１７日・２４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）
　４月１７日・２９日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　４月２４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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生f先着１５人d石井レイナ氏h持ち帰
り用の袋、ハンカチk４月２０日（水）
午後３時半から受け付け（電話可）
　☆幼児のつどい＝a２１日（木）午前１０
時半〜１１時半cこいのぼり作りe幼児
　☆だっこでおはなし＝a２２日（金）
午前１０時半〜１１時c絵本の読み聞かせ、
わらべ歌、子育ての情報交換などe０
歳児とその保護者
 

　☆おはなしの日＝a４月１９日・２６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＝ac２０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、当日受け付け。２７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・水分補給物（母乳
可）を持参。いずれも水曜日午前１０時
半〜１１時半e０歳児とその保護者f先
着２５組kベビーマッサージは４月２０日
（水）午前９時から受け付け（電話可）
　☆幼児のつどい＝a２１日（木）午前
１０時半からcオリエンテーション、体
操、歌などe１歳児とその保護者
　☆中高生年代バドミントン大会＝a
２２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＝a２７日（水）午後３時
からc将棋指導と対局e小学生以上
 

　☆ぴよぴよママの会＝a４月２０日
（水）午前１０時〜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jきょうだいの保育あり（定員
２人。１週間前〜前日に要予約）k当
日受け付け
　☆おはなしの日＝a２０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＝a２１日（木）午前
１０時半〜１１時１０分cこいのぼり作りe
１歳児（うさぎ）k当日受け付け　
　☆ベビーマッサージ＝a２５日（月）
午前１０時半〜１１時半e１歳３カ月まで
の乳幼児とその保護者f先着２０組dベ
ビーマッサージ協会認定講師の渡辺直
子氏hバスタオル・おむつk４月１８日
（月）午前１０時から受け付け（電話可）
　☆交通安全・防犯教育の日＝a３０日
（土）午後３時半からc新学期を迎え
ての交通安全と防犯の話k当日受け付
け
 

 

　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。

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

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

　☆わくわく赤ちゃん広場「はいはい
の会」＝a４月２７日（水）午前１０時〜
１１時半e７カ月〜１２カ月児とその保護
者hタオルj保育あり（先着３人。要
予約。４月１５日〈金〉から受け付け）
k当日直接会場へ
　☆育児講座「親子でリフレッシュ」
＝a５月１８日（水）①午前１０時〜１０時
半②１０時４５分〜１１時半b生涯学習セン
ター和室c親子でいい汗をかいてリフ
レッシュしましょうe①２カ月〜６カ
月児とその保護者②７カ月〜１歳児と
その保護者f先着各１５組dOKJエア
ロビクスファミリー所属の岡田陽子氏
k４月１８日（月）午前９時半から同セ
ンターへ
 

　☆なかよし広場＝a４月２６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
　☆上の原竃赤ちゃん広場＝a５月６
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
　☆ちびっこ育児講座＝a５月１３日
（金）午前１０時〜１１時半c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k５月２日（月）
から同センターへ
 

東久留米の学校のあゆみ　
〜明治から昭和、そして平成へ〜
　図書館では、冊子「第１回　語ろう！
東久留米〜５０年前の東久留米の学校と
子どもたちの生活〜」を発行しました。
これを記念して、明治時代から続く東
久留米の学校の変遷を紹介します。
　図書館所蔵の資料を郷土資料室所蔵
の写真と共に展示します。ぜひご覧く
ださい。
　a４月２０日（水）〜７月１８日（祝）
の午前１０時〜午後８時（土曜・日曜日、
祝日は午後５時まで）b中央図書館２
階展示コーナーj毎週金曜日と第３
火曜日は休館ですl同館緯４７５・４６４６
東部図書館講演会
「東久留米の鳥、日本の鳥。Part３
〜春の黒目川を訪れる野鳥たち〜」
　a４月２４日（日）午後２時〜４時b
東部地域センター１階講習室、黒目川
周辺c市内近郊で見ることができる野
鳥についての解説と野外観察e小学校
高学年以上の方f２０人d写真家の高橋
喜代治氏kl東部図書館緯４７０・８０２２
へ

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

献血にご協力ください
　a４月２５日（月）午前１０時〜１１時半、
午後１時〜４時b市民プラザホールh
本人確認できるものl健康課予防係緯
４７７・００３０
お子さんの予防接種
①日本脳炎（特例措置）
　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（平
成７年４月２日〜１９年
４月１日生まれの）方
で、接種が完了してい
ない場合は、２０歳の誕
生日の前日までに接種
をご検討ください。２８年度は次の方を
対象に勧奨を行っています。
　e１６歳（１２年４月２日〜１３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）・風しんは人から人
へ感染しやすく重症化する場合もあり、
予防接種を２回することで予防効果が
高まります。２８年度は、次の方を対象
に勧奨を行っています。
　e第１期＝２７年４月１日〜２８年３月
３１日生まれの方▼第２期＝２２年４月２
日〜２３年４月１日生まれの方
　j第１期分は１歳の誕生月に、①②
のいずれも第２期分は一括して４月上
旬に、それぞれ個別に通知しています。
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

 

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。
 

　☆ベビーマッサージ＝a４月２０日
（水）午前１０時半〜１１時半cマッサー
ジで母子のコミュニケーションを深め
ますe２カ月〜６カ月児とその母親f
先着８組d鈴木あゆみ氏k受け付け中
　☆幼児のつどい＝a２１日（木）午前
１０時半〜１１時半cオリエンテーション、
体操、歌などe１歳〜４歳児
　☆ベビーヨガ＝a２２日（金）午前１０
時半からcヨガ、ストレッチ体操e２
カ月〜６カ月児とその母親f先着５組
d崎田千佳子氏k４月１５日（金）午前
９時から受け付け（電話可）
　☆ひよこタイム＝a２６日（火）午前
１０時半〜正午c保護者同士の交流、読
み聞かせなどe乳幼児とその保護者
 

　☆工作の日＝a４月１５日（金）午後
２時からと１６日（土）午後１時半から
cホイル絵作りe小・中学生k当日午
後４時半まで受け付け
　☆のびのびぐんぐん＝a１９日（火）
午前１０時半〜１１時c触れ合い遊びe１
歳児とその保護者j１歳児向けの「プ
レ幼児のつどい」です
　☆ハーブ入りせっけん作り＝a５月
１８日（水）午後３時半〜４時半e小学

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央
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　「Nobody’s perfect〜完璧な親なんていない
！」そこからスタートする講座です。初めか
ら一人前の親なんていません。みんな周りの
助けを借りながら親になっていくのです。お
互いの悩みや育児について、みんなで話し合
い、自分に合った子育ての仕方を学び合い、
一人で悩まずママ友達を作って楽しい子育て

をしましょう。
　a全６回。６月８日〜７月１３日の毎週水曜
日、午前１０時〜正午b生涯学習
センターe中部地域（小山、野
火止、八幡町、幸町、中央町、
南沢、本町、学園町、ひばりが
丘団地）に在住で、乳幼児を子育て中の専業
主婦。　※同地域以外の方は要相談。f１５人g
無料j保育あり（無料）kl４月２５日（月）
から、センター上の原緯４２０・９０１１へ

れており、注文確認画面にも「４回
以上の定期購入が条件となる」とう
たわれていました。
　広告や注文確認画面に、たとえ小
さくとも表示があった場合、それを
承知して購入したことになり契約の
解除が難しくなります。健康食品に
限らず、無料・格安・キャンペーン
とうたっている広告が多くあります
が、その言葉につられ細かい条件や
説明をよく確認せずに申し込むのは
危険です。購入ボタンをクリックす
る前に、条件や注意書きをよく確認
するようにしましょう。無料・格安
などの文字を見たときは、いつも以
上に慎重に広告を確認した方が良い
でしょう。
　またインターネットで何かを購入
する際は、注文確認画面をコピーし
ておくことも大切です。トラブルに
遭ったときは、消費者センターに相
談してください。
《消費者相談》
●平日の午前１０時〜正午、午後１時
〜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

ネット通販の定期購入
Ｑ．インターネット通販で健康食品
のキャンペーンをやっており、格安
の５００円で購入できるとあったので、
申し込みました。商品が届き、飲ん
でみましたが効果がよくわかりませ
ん。初めから購入は１回だけでやめ
るつもりでしたが、同じ商品が再び
届き驚いて電話をすると、定期購入
の契約になっていると言われました。
定期購入をやめたいと伝えると、通
常料金と送料を併せた３,９００円の請
求書を送ると言われました。「定期購
入を条件として初回のみ５００円」とい
う注意書きが見づらく、表示に問題
があると思うので支払いたくありま
せん。
Ａ．今回のケースでは、インターネ
ットには小さな文字で「定期購入を
条件として初回のみ５００円」と表示さ

ＮＰ講座ＮＰ講座ＮＰ講座ＮＰ講座ＮＰ講座ＮＰ講座中部地域中部地域中部地域
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しいイベントも行っています。ぜひご
入会ください。
　a３月〜１０月の第２・第４土曜日、
午前９時半〜１１時ごろb小山緑地保全
地域内g３００円（保険代）kl生活文
化課緯４７０・７７３８へ
男女共同参画情報誌「ときめき」
第56号を発行しました
　a発行日は３月３１日c▽特集＝フィ
フティ２誌上講
座「知っておき
たい介護の備
え」▽「女性活
躍推進法」が全
面施行されます
！▽ときめきイ
ンタビュー＝こ
の星とともに生
きる歌を絵に託して▽フィフティ２か
ら＝書籍紹介、男女平等推進センター
実施講座、沿線３市男女共同参画連携
事業▽同センター案内j配布場所は市
民プラザ、生活文化課（市役所２階）、
男女平等推進センター、市内公共施設
などl同課緯４７０・７７３８
くるくるチャンネル
「市民レポーター」を募集します
　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、地域の出来
事・風景、コミュニティサイトに掲載
されているイベントに参加した感想な
ど、地域に関わる情報を取材する「市
民レポーター」を募集しています。
　お役立ち情報や面白い情報などを発
信してみませんか。任期は２年です。
　klくるくるチャンネル事務局（http: 
//kuru-chan.com/）緯４５７・３０００または
生活文化課緯４７０・７７３８へ
社会保険労務士による無料相談会
　a４月２７日（水）午後１時半〜４時
b市役所１階屋内ひろばc年金、社会
保険（健康保険、雇用保険、介護保険）、
労働問題（賃金未払い、解雇）などf
５人程度g無料k当日直接会場へl生
活文化課緯４７０・７７３８
市社会福祉協議会
■弁護士法律相談（第２日曜日）
　a５月８日、６月１２日、７月１０日の
いずれも日曜日、午後２時からb中央
町地区センターc遺言、相続、贈与、
財産分与、成年後見制度、権利侵害、
福祉サービスの苦情など。１件４０分e
市内在住で、①６５歳以上の方②知的・
精神に障害のある方③前記①②の親族
および関係者f各回先着４件k前月１５
日（土曜・日曜日、祝日の場合は翌開
所日）から受け付け
■成年後見無料専門相談（第４水曜日）
　a４月２７日、５月２５日、６月２２日のい
ずれも水曜日、午後２時〜４時b社協
会議室（わくわく健康プラザ２階）c成
年後見制度、任意後見制度、後見人の役
割りについてなど。１件６０分。相談員は
奇数月が社会福祉士、偶数月が司法書
士e市内在住者、福祉関係者f各回先
着２件k相談日の１週間前までに予約
　l同協議会相談支援担当緯４７９・
０２９４（平日の午前９時〜午後５時）
東久留米市ファミリー・
サポート・センター事業説明会
〜助け合いで子育てしやすい街へ〜
　有償の地域子育て助け合い活動。利
用者、協力者合同の説明会です。保育
園・学童保育所の送迎、子どもを預け
て用事を済ませたいなど、お困りの方
はご相談ください。協力者も募集中。
まずは説明会にご参加ください。
　a①４月２１日（木）午前１０時から②
５月１３日（金）午後１時半からbわく

わく健康プラザ社協会議室h入会希望
者（保護者）の顔写真j保育あり（土
曜・日曜日、祝日を除く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
多摩六都科学館　
プラネタリウムで考古学
「星空とキトラ古墳のナゾにせまる」
　奈良県明日香村で発見された「キト
ラ古墳」には多くの謎が秘められてい
ます。プラネタリウムを使って、小学
生にも分かりやすくお話しします。
　a５月２１日（土）午後５時１０分〜６
時１０分e小学３年生以上（小学生は保
護者と参加）f先着１５０人d奈良文化財
研究所の 降  幡  順  子 氏g入館料５００円

ふり はた じゅん こ

（高校生以下は無料）k５月６日（金）
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
 

薬湯の日“ 菖  蒲 湯”
しょう ぶ

　ab５月５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
東北支援チャリティサッカー
フェスティバル　IN　東久留米
〜市サッカー協会主催
　東日本大震災で甚大な被害を受けた
東北の復興を願い、東久留米のサッカ
ーファミリーが、２０１１年から開催して
いるイベントです。バザー、アトラク
ション、屋台など、サッカーをやって
いない方も楽しめる催しが盛りだくさ
んです。当日は募金箱を設置し、売上
金の一部と共に日本赤十字社に寄付し
ます。
　a４月２９日（祝）午前１０時〜午後２
時b都立東久留米総合高等学校l同協
会・水越緯０９０・１４２７・８１９７

ガ イ ド

こどもの読書週間
「四角い本にまあるい心」
　４月２３日（土）〜５月１２日（木）は、
こどもの読書週間です。期間中さまざ
まな行事を予定していますので、ぜひ
お近くの図書館に来館ください。
《共通事項》
　g無料i各地域センターには駐車場
はありません。車での来館はご遠慮く
ださいkl電話または直接各館へ。記
述の無いものは当日直接会場へ
◎中央図書館　緯４７５・４６４６
　☆季節のおはなし会＝ae４月２４日
（日）午後３時からが小学校低学年向
き、３時４０分からが小学校高学年向き
bおはなし室
◎東部図書館　緯４７０・８０２２
　☆こども読書週間特別展示＝a４月
２３日（土）〜５月１４日（土）cお薦め
めの本を展示します
◎ひばりが丘図書館　緯４６３・３９９６
　☆つくってあそぼう！「びゅんびゅ
んごま」＝a４月２７日（水）午後３時
〜４時bおはなし室e幼児〜小学生
　☆あおぞらおはなし会＝ae５月１５
日（日）午前１０時半からが乳幼児とそ
の家族向き、１１時からが幼児〜小学生
とその家族向きbひばりテラス１１８前
（西東京市ひばりが丘三丁目）c青空
の下、芝生の感触を楽しみながらいつ
もとは違うおはなし会を体験しません
か。雨天時は室内kl同館へ
◎滝山図書館　緯４７１・７２１６
　☆わくわくおはなし会＝a５月７日
（土）午後１時半〜２時半b滝山児童
館集会室c絵本、紙芝居、人形劇など
e幼児〜小学校低学年向き
　☆ぬいぐるみのおとまり会＝a５月
１９日（木）午後３時半〜４時１０分cぬ
いぐるみと一緒に参加するおはなし会
です。ぬいぐるみは図書館に２泊しま
すe満３歳児〜小学２年生kl５月２
日（月）から同館へ
 

保育付き家庭教育講座
「心を軽くする子育て」 
　子育てで気になることを語り合い、
楽しい交流で心を柔軟にしましょう。
子どもへの接し方・受け止め方など、
実習を通して学びます。
　ac全５回。①５月１３日が「子育て
で気になることを語り合おう」②２０日
が「子どもとの付き合い方は？」③２７
日が「いろいろな子育ての方法を知ろ
う」④６月１０日が「子どもと豊かなコ
ミュニケーションをしよう」⑤１７日が
「素敵な関係を創ろう」。いずれも金曜
日の午前１０時〜正午b生涯学習センタ
ーe２歳〜６歳児の保護者、育児に携
わっている方f先着１５人dNP－J認定
ファシリテーターで日本心理学会認定
心理士の田口まり氏g無料j満１歳６
カ月〜未就学児の保育あり（先着１０人。
５月２日〈月〉までに要予約）kl４
月１５日（金）から電話またはファクスで、
市文化協会緯４７７・４７００（ファクス同。電
話受け付けは第４月曜日を除く平日の
午前９時〜午後５時）へ。ファクスの
場合は講座名・氏名・住所・電話番号・
保育の有無（ありの場合は、お子さん
の氏名と年齢）を記入の上、送信して
ください
初夏のさわやか講座「忙しいママの
ごほうび テーブルアレンジ」
　リビングを飾るテーブルアレンジの
講座です。家事や子育てに忙しいママ

が、ほっと一息つくカフェタイムを華
やかに彩る作品を作りましょう。完成
後にティータイムを予定しています。
　a５月１５日（日）午後２時〜３時半
b生涯学習センター集会学習室４f先
着１５人d市民講師の中山のり子氏g 
２,０００円（材料費を含む）h持ち帰り用
の袋、はさみ、カッター、ピンセット
kl４月１７日（日）午前１０時から同セ
ンター緯４７３・７８１１へ
郷土資料室「春の昆虫展」
　春はいろいろな生き物が動き出す季
節です。春から夏にかけて見ることが
できる昆虫の標本を展示します。どの
くらい知っているか、遊びに来て確か
めてください。
　a日曜日、祝日を除く４月２２日（金）
〜５月１４日（土）の午前９時〜午後４
時半b郷土資料室（わくわく健康プラ
ザ２階）l同室緯４７２・００５１
森 麻  季 ソプラノ・リサイタル

ま き

　東久留米初登場のソプラノ歌手・森
麻季のリサイタルを開催します。現在
のクラシック界で人気を誇る、魅惑の
歌声をお楽しみください。
　a６月２５日（土）午後２時開演（１
時半開場）b生涯学習センターホール
c出演は森麻季、山岸 茂  人 （ピアノ）

しげ と

g３,２００円（全席指定）j未就学児の入
場不可kl４月２３日（土）午前１０時か
ら同センター緯４７３・７８１１へ
29年「成人の日のつどい」の
日程が決定しました 
　市では毎年、新成人の新しい門出を
祝福し、「成人の日のつどい」を開催し
ています。式典は、会場の都合により、
中学校の通学区域で分けて２回行いま
す。
　a２９年１月９日（祝）b生涯学習セ
ンターホールe平成８年４月２日〜９
年４月１日生まれの方c１回目＝午前
１０時半から、久留米中・西中・南中の
通学区域の方▼２回目＝午後１時半か
ら、東中・大門中・下里中・中央中の
通学区域の方l市文化協会緯４７７・
４７００または生涯学習課生涯学習係緯
４７０・７７８４
第45回くらしフェスタくるめ
実行委員を募集します
　「くらしフェスタくるめ（消費生活
展）」は消費者意識を高め、消費生活の
向上を図るために、実行委員会と市の
共催で毎年開催しています。今年は１１
月２６日（土）・２７日（日）の２日間で開
催する予定です。
　実行委員会では、消費生活に関心の
ある個人・団体・事業者を募集し、テ
ーマやイベント、ＰＲ方法など、内容
について一から検討していきます。　
※第１回実行委員会は、５月中旬を予
定しています。会議は毎月１回、２時
間程度です。
　k４月２８日（木）までに（必着）、住
所・氏名・電話番号・所属団体名・活
動内容または「くらしフェスタくるめ」
でやりたいことを記入の上、〒２０３－
８５５５、市役所生活文化課市民協働係宛
て郵送またはファクス（４７２・１１３１）、
電子メール（seikatsubunka@city.higa 
shikurme.lg.jp）で送信をl同課緯４７０・
７７３８
小山茶園サポーターズクラブ
メンバーを募集します
　市内に茶畑があるのをご存じですか。
「小山茶園」は、お茶と自然を愛する
市民や近隣住民のボランティアで管理
し、毎年おいしいお茶を作っています。
　今年も新しいメンバーを募集します。
春には茶園見学会や紅茶教室などの楽
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