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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.　7.　15

【表記の凡例】　a日時　b場所 　c内容　e対象　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７月１日現在＞　人口１１７,０５５人（うち外国人１,８１４人）／前月比４７減
男５７,３０１人／前月比２２減　女５９,７５４人／前月比２５減　世帯数５３,２０３／前月比６減

食事相談・健康相談（保育付き）
　a７月１９日（火）午後１時半〜３時
４５分。※１人３０分程度。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j６カ月〜未
就学児の保育ありkl電話で健康課
保健サービス係緯４７７・００２２へ
１歳６カ月児健診
　a７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e２６
年１２月２７日〜２７年１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
３〜４カ月児健診・産婦健診
　a７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e２８
年３月８日〜３０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
子ども相談
　a８月２日（火）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
　a８月３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e２６年
７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
　a８月４日（木）午後０時半〜１時
半受け付けbわくわく健康プラザe２５

年７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
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（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、次の対象者へ
個別通知を発送しました。
　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、第２
期分は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
新たなステージに入ったがん検診
の総合支援事業
（乳がん・子宮 頸 がん）

けい

　国のがん対策推進基本計画の一つと
して開始された「新たなステージに入
ったがん検診の総合支援事業」（無料ク
ーポン券の配布事業）の案内を７月下
旬に対象者へ送付します。
　この事業は国の補助事業です。毎年、
市で行う「乳がん検診」は広報８月１
日号、「子宮頸がん検診」は広報９月１
日号に掲載予定です。

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）

　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。
 

　☆おはなし会＝a７月１９日・２６日の
いずれも火曜日、午後４時からc素話、
絵本の読み聞かせ、手遊びなどe小学
生dおはなしくぬぎ
　☆囲碁教室＝a２０日（水）午後３時か
らe小・中学生d東久留市囲碁連盟
　☆中・高生年代会議＝a２０日（水）
午後５時半からc行事の企画・運営に
ついてe中学・高校生年代
　☆工作の日＝a２１日（木）・２２日（金）
のいずれも午後１時半からc革のスト
ラップ作りe小・中学生k当日午後４
時まで受け付け
　☆将棋教室＝a２７日（水）午後３時
からe小学生d東久留米市将棋研究会

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

 

　☆中高生年代卓球大会＝a７月１６日
（土）午後５時半〜６時半e中学・高
校生年代h室内シューズk受け付け中
　☆どうぶつしょうぎ大会＝a２０日
（水）午後３時半〜４時半e小学生k
受け付け中
　☆手芸の日＝a２８日（木）午前１０時
〜午後３時半cビーズでマスコットを
作ろうe小学生k当日受け付け
　☆スポーツで元気＝ae３１日（日）
午前１０時〜正午が乳幼児、午後１時半
〜３時が小学生c体操の先生と一緒に
身体を使って楽しく遊ぼうk当日受け
付け
　☆マジックの日＝a８月４日（木）
午後３時〜３時４５分c不思議な手品を
見て教えてもらおうe小学生f先着１５
人dマジックBOXk７月２１日（木）午
前１０時から受け付け

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

7
土金木水火月日
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土金木水火月日
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７月18日（海の日）のごみ収集は
　７月１８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。

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。
　７月１７日＝福山内科クリニック（新川町１－９－２２、☎４７０・９１７７）
　７月１８日・３１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）
　７月２４日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
【歯科】
　７月１７日・１８日・２４日・３１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）
　７月１７日・２４日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　７月１８日・３１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）

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

広告欄　内容については広告主にお問い合わせください
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半）。育児相談も受けます。
　☆わくわく赤ちゃん広場「はいはい
の会」＝a７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）。７
月１５日（金）午前１０時から受け付けk
当日直接会場へ
 

　☆おはなし広場＝a７月２５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
 

夏休みは図書館に行こう
　夏の図書館の活用方法を紹介します。
ぜひこの夏は図書館へ。
　①自由研究の調査＝たくさんの専門
書、図鑑、有料データベースや地域資
料コーナーなどを利用して、調べ物が
できます。調べ方が分からないときは
気軽に窓口へご相談ください
　②学習室を利用する＝７月２３日（土）
〜８月３１日（水）は、中央図書館集会
室（大）を学習室として開放します
　③お子さんと一緒に＝中央図書館１
階には、靴を脱いで絵本が見られるコ
ーナーがあり、近くには幼児用トイレ
もあります。また、多目的トイレには
おむつ替えシートがあります
　④イベントに参加する＝夏休み期間
中は、次の通り各館でイベントを開催
しています。ぜひご参加ください
《共通事項》
　g無料i地区館への車での来館はご
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
◎全館
　☆なつやすみとしょかんスタンプラ
リー＝a７月２０日（水）〜８月３１日（水）
c今年のテーマは「せかい」ですe幼
児〜小学生
◎中央図書館　緯４７５・４６４６
　☆ティーンズ夏本１００＋＝a７月２０
日（水）〜８月３１日（水）b１階特集
コーナーcティーンズ向けに夏休み
に読んでもらいたい本を集めました
　☆シリーズ企画展・はっけん東久留
米「地域資料に見る舞台となった東久
留米〜マンガ篇」＝a７月２０日（水）
〜９月１９日（祝）b２階展示コーナー
　☆２０１６年夏絵本展「せかいのこども
たち」〜どんなくらしかな？〜＝a７
月２３日（土）〜２６日（火）の午前１０時
〜午後５時（２６日は４時まで）b視聴
覚ホールe幼児〜小学生j午前１１時と
午後３時におはなし会があります。共
催は東久留米地域文庫親子読書連絡会
　☆ティーンズ夏フェス「サンセット
ライブラリーで頭脳ゲーム！」＝a７
月３０日（土）午後４時半〜６時bおは
なし室c閉館後の図書館で、知的なゲ
ームをクリアしたら君も図書館マイス

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

ターe中学・高校生
　☆よもう！あそぼう！かがくの本
「塩のひみつ、発見！」＝a７月３１日
（日）午前１０時半〜１１時半b視聴覚ホ
ールe小学校低学年f３０人j協力は科
学の本の読み聞かせの会「ほんとほん
と」
　☆なつやすみマンガのへや＝a８月
１日（月）〜３１日（水）の午前１０時〜
午後５時b１階おはなし室c図書館で
はマンガを収集していませんが、お試
し企画としてマンガを読める部屋を作
りました。
　☆きせつのおはなし会＝ae８月
２１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b１階おはなし室
　☆紙芝居スペシャル＝a８月２８日
（日）午前１１時からが乳幼児向き、　午
後３時からが幼児〜小学生向きb１階
視聴覚ホールj協力は東久留米紙芝居
サークル「いずみ」
◎滝山図書館　緯４７１・７２１６
　☆おもしろいけどちょっぴりこわい
こわいおはなし会＝a８月７日（日）
午前１０時半〜１１時半b西部地域センタ
ー２階児童館集会室e幼児〜小学校低
学年（保護者同伴可）f３０人
◎ひばりが丘図書館　緯４６３・３９９６
　☆児童向けガイドツアー「図書館た
んけん隊」＝a７月３１日（日）午前１１
時〜１１時４０分cひばりが丘図書館の秘
密を知ろうe小学生とその保護者
　☆野鳥の不思議大発見！＝a８月３
日（水）午後２時〜３時半b南部地域
センター２階講習室c市内に生息する
野鳥について分かりやすく解説します
e小学３年生以上f４０人d東久留米バ
ードウオッチングの会会長の森幹彦氏
　☆なつやすみちょっぴりこわ〜いお
はなし会＝a８月１７日（水）午後３時
〜３時半が幼児向け、３時半〜４時が
小学生向けbおはなし室
◎東部図書館　緯４７０・８０２２
　☆黒目川　リバーウオッチング＝a
７月３１日（日）午後１時〜４時b東部
地域センター講習室c黒目川の生き物
の観察を行いますe小学生f２０人d新
河岸川水系環境連絡会代表の菅谷輝美
氏hぬれてもよい靴、着替え、タオル、
たも網iぬれてもよい服装でk７月１６
日（土）から受け付け
　☆なつやすみ　こわ〜いおはなし会
＝a８月６日（土）午後３時〜４時b
講習室f３０人j協力はみくりおはなし
の会
 

ワンポイント＆ビデオレッスン
〜スポーツセンター主催
　３０分間マンツーマンレッスンで、泳
ぎを撮影しながら指導します。
　a８月２２日（月）〜３１日（水）bス
ポーツセンターe小学生以上g５００円
kl同センター緯４７０・７９００へ

 

　☆絵本だいすき＝a７月１５日（金）
午前１１時〜１１時２０分c絵本の読み聞か
せと紹介e２歳〜３歳児d渡辺和子氏、
中林のり子氏
　☆おはなし会＝ae１６日・３０日のい
ずれも土曜日。午後２時からが幼児、
２時半からが小学生c絵本の読み聞か
せ、手遊びなど
　☆ひよこタイム＝ac２６日（火）午
前１０時半〜１１時が図書館職員による読
み聞かせ。１１時〜正午が親子の交流と
情報交換e０歳児とその保護者
　☆子どもラウンジへ行こう＝a２７日
（水）午後３時半〜４時半c滝山団地
内の子どもラウンジで工作などをしま
す。今月は皿回しを作りますe小学生
f２０人k１５日（金）午後３時半から受
け付け
　☆音楽の日＝a３１日（日）午後２時
半〜３時半cリズム遊び。ハンドベル
を使って音を楽しむe幼児〜高校生年
代d春田直江氏k当日受け付け
　☆臨時閉館のお知らせ＝７月２０日
（水）・２１日（木）・２２日（金）は「え
んにちスリラー館」の準備のため、遊
戯室・育成室は利用できません。また、
２３日（土）午後１時半〜４時半、２４日
（日）午前１０時〜正午のスリラー館以
外の時間は通常利用できません

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

 

　☆スポーツで元気＝ae７月１９日
（火）午前１０時からが乳児、１１時から
が幼児、午後２時からが小学生以上c
体操の先生たちと一緒に体を動かそう
k当日受け付け
　☆ミニサッカーの日＝a２０日（水）
午後３時半からcミニサッカーでゲー
ムを楽しもうe小学生hインシューズ、
タオルk当日受け付け
　☆環境整備の日＝a２３日（土）午後
３時半からc児童館をきれいにしよう
e小学生以上
　☆ミニパティスリー＝a８月５日
（金）午前１０時半からc粘土などを使
ってケーキ工作をしようe小学生f先
着２５人hタオルk７月２１日（木）午前
１０時から受け付け（電話不可）
　☆小学生クッキング＝a８月６日
（土）午前１０時半からcみんなでお米
のとぎ方を学んでカレーを食べようe
小学生f先着２５人hエプロン、三角布、
タオル、マスクk７月２３日（土）午前
１０時から受け付け（電話不可）
 

 

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

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

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
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クレジットカードの現金化はやめましょう
Ｑ．どうしてもお金が必要になり、
インターネットで検索したクレジッ
トカード現金化業者に電話しました。
そこで紹介された業者からブランド
バッグを３０万円で購入し、それを２２
万円で買い取ってもらうことになり
ました。でもよく考えたら借金を増
やすのと同じだと気が付きました。
どうしたらよいでしょうか。
Ａ．クレジットカードには商品やサ
ービスを購入して後払いにする「シ
ョッピング」機能と、カードを用い
てお金を借りる「キャッシング」機
能があり、それぞれ限度額が設定さ
れています。
　この相談は、消費者がクレジット
払いで商品を購入した後、買取業者
がその商品を購入代金より少ない額
で買い取るタイプの現金化です。
　相談者は一時的には現金を手にす
るものの、後日、クレジットカード
会社には購入金額全額の支払いをし
なければなりません。

　こうした利用はクレジットカード
の利用規約に違反しています。さら
に、もし当初から支払う意思がない
のにクレジットカードで商品を購入し
た場合は詐欺罪、さらにカードの支
払いが済むまでに転売すると横領罪
に問われる場合もあります。クレジ
ットカードで購入した商品は、代金
が決済されるまでカードの発行会社
に所有権があることが多いからです。
　現金化を急ぐ背景には、別の困り
ごとや借金返済の期限が迫り、追い
詰められたなどの理由が見受けられ
ます。現金化して一時をしのいでも、
さらに借金の額が増えることになり、
根本的な解決にはなりません。
　２３年８月にクレジットカードのシ
ョッピング枠を利用して「現金化商
法」を行った業者が出資法（高金利）
違反容疑で警視庁に摘発されました。
ショッピング枠現金化はやめましょ
う。もし商品やサービスの契約のた
めに多額の借り入れをし、返済に困
るようなことがあれば、まずは市消
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〜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、土曜日の午前９時〜午後５
時、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

　a①８月４日（木）②２２日（月）のいずれも午
前１０時〜正午b男女平等推進センター会議室c①
デンマークってどんな国？私たちから見たデンマ
ーク②男女平等をキーワードに、教育・福祉の視
点から考える私たちの暮らしe中学生以上（両日
参加できる方を優先）f先着１５人g２００円（茶菓子
代）j２歳〜未就学児の保育あり（定員５人）。７
月２２日（金）までに要予約kl７月１５日（金）か
ら電話または直接同センター緯４７２・００６１（火曜
日休館）ヘ

〜市・自由学園最高学部共催
　デンマークは国民の幸福度が高く、男女格差の
少ない国として知られています。学生の留学体験
を通して、北欧文化や男女平等について一緒に考
えてみませんか。デンマーク体操の体験や、最高
学部長と教員のトークもあります。

〈〈学生企画〉デンマークの便学生企画〉デンマークの便りり

〜学生が見た男女平等・福祉・教育の現在〜

男女平等推進センター事業
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ディネーターのピッチフォード理絵氏
g２００円（資料代）j後援は市、市社会
福祉協議会、虹のひろばkl７月２５日
（月）までに電話または電子メール
（hif１９９３@yahoo.co.jp）で同クラブ・
田淵緯０９０・５５２６・６９５０へ
多摩六都科学館
大型映像「鷹の爪団のジュラジュラ！
ジュラシックトラベル」
　鷹の爪団が太古の恐竜時代へタイム
ワープ。巨大な恐竜から大量の羽毛を
手に入れ、最高の羽毛布団を作るとい
う無謀な計画を立てるが…。臨場感あ
ふれるドーム映像をお楽しみください。
　a７月１６日（土）から（投影時間は
同館ホームページをご覧ください）g
大人１,０００円、４歳児〜高校生４００円i
小学２年生以下のお子さんは保護者と
観覧をl同館緯４６９・６１００
市社会福祉協議会
弁護士無料法律相談・
成年後見無料専門相談
◎弁護士法律相談（第２日曜日）
　a８月１４日、９月１１日、１０月９日の
いずれも日曜日、午後２時から。相談
時間は１件４０分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e市内在住で、①６５歳以上の
方②知的・精神障害のある方③前記①
②の親族および関係者f各回先着４件
j予約は各回前月の１５日から
◎成年後見無料専門相談（第４水曜日）
　a７月２７日、８月２４日、９月２８日の
いずれも水曜日、午後２時〜４時。相
談時間は１件６０分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。相談員は奇数月が社会福祉士、
偶数月が司法書士e市内在住の方、福
祉関係者f各回先着２件j予約は相談
日の１週間前まで
《共通事項》
　kl同協議会相談支援担当緯４７９・
０２９４へ
 

自衛官募集
〇一般曹候補生　▼受験資格　１８歳〜
２７歳未満の男女▼受付期間　９月８日
（木）まで▼試験日　９月１６日（金）・
１７日（土）のいずれか１日
〇自衛官候補生　▼受付期間　男子は
年間を通じて随時、女子は９月８日
（木）まで▼試験日　男子は受付時に
通知、女子は９ 月２３日（金）〜２７日
（火）のいずれか１日
〇航空学生（パイロット養成コース）
　▼受験資格　高校卒業（見込みを含
む）〜２１歳未満の男女▼受付期間　９
月８日（木）まで▼試験日　９月２２日
（祝）
〇防衛大学校学生（推薦）　 ▼受験資
格　高校卒業（見込みを含む）〜２１歳
未満の男女で、成績優秀かつ生徒会活
動などに顕著な実績を修め、学校長が
推薦できる者▼受付期間　９月５日
（月）〜８日（木）▼試験日　９月２４
日（土）・２５日（日）の２日間
〇防衛大学校学生（総合選抜）　 ▼受
験資格　高校卒業（見込みを含む）〜
２１歳未満の男女▼受付期間　９月５日
（月）〜８日（木）▼試験日　９月２４
日（土）
〇防衛大学校学生（一般・前期）　 ▼
受験資格　高校卒業（見込みを含む）
〜２１歳未満の男女▼受付期間　９月５

ガ イ ド

日（月）〜３０日（金）▼試験日　１１月
５日（土）・６日（日）の２日間
〇防衛医科大学校医学科学生　▼受験
資格　高校卒業（見込みを含む）〜２１
歳未満の男女▼受付期間　９月５日
（月）〜３０日（金）▼試験日　１０月２９
日（土）・３０日（日）の２日間
〇防衛医科大学校看護学科学生（自衛
官候補看護学生）　 ▼受験資格　高校
卒業（見込みを含む）〜２１歳未満の男
女▼受付期間　９月５日（月）〜３０日
（金）▼試験日　１０月１５日（土）
　l防衛省国分寺募集案内所緯０４２・
３２４・１０１０
28年度排水設備工事責任技術者
資格認定共通試験
　a１０月２日（日）午前１０時〜正午b
青山学院大学・青山キャンパス９号館
（渋谷区渋谷４－４－２５）g６,０００円j
受験申込書は７月２１日（木）〜８月３１
日（水）に公共下水道管理者の担当窓
口（市役所５階、施設建設課下水道施
設担当窓口⑦）で配布k８月１日（月）
〜３１日（水）に、郵送で受け付けl同
担当緯４７０・７７５９
佐々総合病院　市民公開講座
　a７月３０日（土）午後３時〜４時b
佐々総合病院３号館４階ホール（西東
京市田無町四丁目）c本当に正しいで
すか？その運動（前編）〜リハビリの
プロが教える健康的な身体づくり〜f
先着６０人dリハビリテーション科理学
療法士の吉田勇氏他g無料k当日直接
会場へl同病院広報室緯４６１・１５３５
放送大学10月入学生を募集します
　放送大学は、テレビ放送やインター
ネットで授業を行う通信制の大学です。
同大学では、２８年１０月入学生を募集し
ています。資料を無料で送付しますの
で気軽に問い合わせてください。
　a出願期間は、第１回が８月３１日
（水）まで。第２回が９月１日（木）〜２０
日（火）l同大学ホームページ（http: 
//www.ouj.ac.jp/）または同大学東京
多摩学習センター緯０４２・３４９・３４６７

夏休み期間、スポーツセンターを
早朝開放します
　夏休みの１カ月間、スポーツセンタ
ーは、午前６時から開館します。プー
ル・トレーニング室・卓球室などが利
用できます。また、団体利用も可能で
すので、問い合わせてください。
　▼実施期間　７月１８日（祝）〜８月
２１日（日）▼開館時間　月曜〜金曜日
は午前６時〜午後１１時、土曜・日曜日、
祝日は午前６時〜午後９時半
　l同センター緯４７０・７９００
第27回ジュニアテニス大会
〜市テニス連盟主催
　a８月１８日（木）午前８時半集合
（予備日は１９日）b小山テニスコート
c種目は男女シングルスe市内在住・
在学・在テニススクールの中学生g１
人５００円（当日集金）k８月９日（火）
までに（必着）、はがきに郵便番号・住
所・氏名・電話番号・学校名またはス
クール名・学年を記入の上、〒２０３－
００３３、滝山７－１１－４、佐々木道夫宛
て郵送を。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）
第30回ミックスダブルステニス大会
〜市テニス連盟主催
　a８月２１日（日）（予備日は９月１１日）
b市内各テニスコートc種目はミック
スダブルス１部・２部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g１ペア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k８月２日（火）までに、郵便振替
（００１９０－２－６３２３６９、加入者名＝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、参加費を振り込
んでください。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）
ジョイフルスローピッチソフトボ
ール教室
〜市体育協会主催
　打者用・ランナー用に２つのホーム
ベースがあり、大きく柔らかいボール
を使用し、危険性を減らして楽しさを
追求した新しいスポーツです。
　a全３回。９月２日・９日・１６日の
いずれも金曜日、午後１時半〜３時半
（予備日は２３日）b滝山球場e市内在
住・在勤で健康な方（年齢性別不問）
f３０人（応募者多数の場合は抽選）
g５００円（保険代など）k７月２９日（金）
までに（必着）、往復はがきに教室名・
住所・氏名・年齢・電話番号を記入の
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同協会事務局緯４７０・２７２２
第41回東久留米市オープンミック
スダブルス卓球大会
〜市卓球連盟主催
　a９月３日（土）午前９時開場bス
ポーツセンターc種目は年齢別ミッ
クスダブルス（女子ダブルスも可）。２
人の合計年齢で分けます（４月１日現
在の満年齢）。Ａ＝年齢制限なし、Ｂ＝
１００歳以上、Ｃ＝１２０歳以上、Ｄ＝１３０
歳以上。　※参加は１人１種目。競技方
法は予選リーグ後、上位・下位による
決勝トーナメントg１組２,０００円k８
月１日（月）〜１９日（金）に（必着）、
現金書留または定額小為替で、参加費
と２人の住所・氏名・年齢・生年月日・

電話番号を記入した用紙を、〒２０３－
８７９９、東久留米郵便局、山田弘子宛て
郵送をl同連盟・木村緯４７４・８４４８ま
たは山田緯４７３・１４５９
初心者アーチェリー教室
〜市体育協会主催
　a全３回。９月３日・１０日・１７日の
いずれも土曜日、午後７時〜９時bス
ポーツセンター弓道場e市内在住・在
勤・在学で高校生以上の方f１０人（応
募者多数の場合は抽選）g１,１５０円（保
険代・施設使用料など）k７月２９日（金）
までに（必着）、往復はがきに教室名・
住所・氏名・年齢・電話番号を記入の
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同協会事務局緯４７０・２７２２
 

夏休み自由研究講座
　夏休みの自由研究にぴったりの講座
です。複数の講座を申し込めます。
①木の実を使ったスイーツのようなア
レンジを作ろう！
　a８月１３日（土）午前１０時半〜正午
e小学生f先着１５人d中山のり子氏
g１,２００円
②手づくり仮面で歴史を学ぼう！
　a８月１４日（日）午後１時〜４時e
小学３年〜６年生f先着２０人d仮面作
家の 坂  爪  康  太  郎 氏g１５００円

さか づめ こう た ろう

③月のふしぎ発見！
〜手作り天体望遠鏡で観察しよう〜
　a８月１７日（水）午後５時〜７時e
小学３年〜６年生f先着２０人d府中市
郷土の森博物館学芸係学芸員の本間隆
幸氏g１,５００円
≪共通事項≫
　b生涯学習センターkl７月１５日
（金）午前１０時から電話で同センター
緯４７３・７８１１へ
落語＆ 太 

だい

 神楽 ワークショップ
か ぐ ら

　落語では所作を体験し、太神楽では
曲芸傘回しに挑戦します。
　a８月２０日（土）午前１０時半〜正午
b生涯学習センターe小学３年生以
上（親子での参加可）f先着２０人d滋
賀県初の江戸落語家の 三  遊  亭 わん

さん ゆう てい

 丈 氏
じょう

（落語）、太神楽曲芸協会の 翁  家  勝  丸 氏
おき なや かつ まる

（太神楽）g２０００円（手ぬぐい、扇子
付き）kl７月１５日（金）午前１０時か
ら電話で同センター緯４７３・７８１１へ
参加型ミュージカル体験者を募集
　市民プラザ夏まつりで、プロの俳優
とミュージカルを体験しませんか。
　a８月２８日（日）▼練習日＝８月１８
日・２５日のいずれも木曜日、午前９時
半〜正午、２７日（土）時間未定b市役
所１階屋内ひろばe小学生f２０人g無
料kl７月１６日（土）午前１０時から電
話で同プラザ緯４７０・７８１３へ
学習会「外国につながる子どもた
ちとともに」
〜東久留米国際友好クラブ主催
　市内の小・中学校には、日本語を母
語としない外国にルーツのある子ども
たちが在籍しています。彼らは学習面、
生活面でさまざまな困難に直面してい
ますが、そのサポートは必ずしも十分
ではなく、「子どもだからすぐに慣れ
る」という誤った認識で問題の本質が
見失われがちです。彼らの現実を知り、
関わり方を学ぶ学習会です。
　a８月２日（火）午後２時〜４時半
b市民プラザホールf８０人dNPO法
人青少年自立援助センター多文化コー


