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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）

29.　10.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

１０
土金木水火月日

７７６５４３２１１

１１４４１３１２１１１０９９８８

２２１１２０１９１８１７１６１１５５

２２８８２７２６２５２４２３２２２２

３１３０２２９９

１１
土金木水火月日

４４３３２１

１１１１１０９８７６５５

１１８８１７１６１５１４１３１１２２

２２５５２４２２３３２２２１２０１１９９

３０２９２８２７２２６６

月２日～２８年４月１日生まれ）、７０歳
（昭和２２年４月２日～２３年４月１日生
まれ）、７５歳（昭和１７年４月２日～１８年
４月１日生まれ）、８０歳（昭和１２年４月
２日～１３年４月１日生まれ）、８５歳（昭
和７年４月２日～８年４月１日生ま
れ）、９０歳（昭和２年４月２日～３年４
月１日生まれ）、９５歳（大正１１年４月２
日～１２年４月１日生まれ）、１００歳（大
正６年４月２日～７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、
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級程度の障害をがある
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対象者で通知が届いてい
ない場合は同課予防係緯４７７・００３０へ
問い合わせてくださいl同係

【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２９年１０月１日現在＞　人口１１６,８８９人（うち外国人１,９３８人）／前月比４１増
男５７,１３５人／前月比１２増　女５９,７５４人／前月比２９増　世帯数５３,６４１／前月比４４増

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。
接種は義務ではなく、本人が希望する
場合に限り行います。
　a医療機関の休診日を除く１０月１５日
（日）～３０年１月３１日（水）。　※実施
期間は前記の通りですが、効果の面か
らは年内の接種をお勧めします。b実

施医療機関は下表参照。　※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〈木〉
まで。ただし、西東京市は３０年１月３１
日〈水〉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
害がある方（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いただくと無
料になりますk実施医療機関に予約の
上、受診してください。接種の際は、
年齢・住所が確認できる健康保険証な
どを提示の上、実施医療機関で配布の
説明書を読んでから接種してください
l健康課予防係緯４７７・００３０
29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
に送付した通知の内容に沿って医療機
関へ予約してください。
　a３０年３月３１日（土）までb市内医
療機関（通知文に実施医療機関一覧を
同封しています）e６５歳（昭和２７年４

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。
　１０月１５日＝石橋クリニック（東本町８－９、☎４７７・５５６６）
　１０月２２日＝東久留米団地診療所（上の原１－４－１１－１０３、☎４７１・２６２８）
　１０月２９日＝いくせ医院（新川町１－４－１８、緯４７１・２３０４）
【歯科】
　１０月１５日・２２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）
　１０月１５日・２９日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　１０月２２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）

広告欄　内容については広告主にお問い合わせください

東地区
［月曜日］容器包装プラスチック・
　　　　　PETボトル
［火曜日］燃やせるごみ・びん
［水曜日］燃やせないごみ・有害ごみ
［木曜日］缶・紙類・布類
［金曜日］燃やせるごみ・びん

西地区
［月曜日］燃やせるごみ・びん
［火曜日］容器包装プラスチック・
　　　　　PETボトル
［水曜日］燃やせないごみ・有害ごみ
［木曜日］燃やせるごみ・びん
［金曜日］缶・紙類・布類

【東地区】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、南沢、中央町

【西地区】小山、幸町、前沢、南町、
滝山、下里、柳窪、野火止、八幡町、
弥生

ごみ収集カレンダー
　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。
　ごみと資源物は、決められた収集日の当日、午前８時半までに出してください。
土曜・日曜日の収集はお休みです。小型廃家電類を除く全品目が戸別収集です。

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

高齢者インフルエンザ予防接種　市内の実施医療機関
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
４７１・５０５１本町１－３－６、２階東久留米駅前クリニック
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・６５２７本町３－８－１９水野胃腸クリニック
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
４７０・７５３０幸町３－１１－１４東久留米なごみ内科診療所
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
４７４・１１１２前沢４－７－１１、１階すずのね内科・神経内科
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。
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29.　10.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

１０
土金木水火月日

７７６５４３２１１

１１４４１３１２１１１０９９８８

２２１１２０１９１８１７１６１１５５

２２８８２７２６２５２４２３２２２２

３１３０２２９９

１１
土金木水火月日

４４３３２１

１１１１１０９８７６５５

１１８８１７１６１５１４１３１１２２

２２５５２４２２３３２２２１２０１１９９

３０２９２８２７２２６６

食事相談・健康相談
　a１０月２７日（金）午前９時〜１１時、
１人３０分程度bわくわく健康プラザc
生活習慣病予防や健康づくりに関する
個別相談。体組成の測定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健康課保健サー
ビス係緯４７７・００２２へ
３歳児健診
　a１１月２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１５日〜１０月８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
１１月のプレ・パパママクラス
　１１月１８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＝
a７日（火）午後０時半〜４時
　◎プレママ・クッキング＝a１４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＝a１８日（土）午後０時半〜４時
　◎妊婦歯科健診＝a２１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
都民講演会「脳卒中の維持期の生活
リハビリの必要性とその方法」
～北多摩北部医療圏脳卒中ネットワー
ク委員会主催
　寝たきりになり介護が必要になる病
気の中で、一番多いのが脳卒中です。
この講演会では、病院でリハビリをし
て自宅に戻ってから、さらに身体能力
の改善に向けたリハビリテーションを
するこつを伝授します。
　a１０月２１日（土）午後２時〜４時（１
時半から受け付け）b市役所７階７０１会
議室f先着約１００人d公立昭和病院リ
ハビリテーション科医長の岡田真明氏、
作業療法士の内藤篤史氏、司会は、み
わ内科クリニック院長の三輪隆子氏g
無料hタオル、筆記用具k当日直接会
場へl東久留米市医師会緯４７３・５６６１
若さを保つ！元気食教室
～老化予防・低栄養予防のために～
　普段の食生活を振り返ってみません
か。たくさんより「満遍なく」食べる
ことが、元気で長生きできる秘訣です。
元気の出る食べ方のこつを栄養士が分
かりやすくお伝えします。男性もぜひ
ご参加を。
　a全２回。①１１月１日（水）午前１０時
〜午後０時半（会食あり）②１５日（水）午
前１０時〜正午b西部地域センター講習
室２・３c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
交流などe全２回参加できる市内在住
の６５歳以上で老化予防の食事について

学びたい方。疲れやすい・体重が減って
きている方などf先着１２人（要介護認
定を受けていない方優先）g６１７円（①
の会食代。当日集金。釣り銭のないよう
に用意を）i医師から食事制限の指示
がある方は参加できませんkl１０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）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。
 

　☆音楽の日＝a１０月１５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」を楽しもうe幼児
〜高校生年代d春田直江氏
　☆幼児のつどい＝ac１９日が「にん
にん忍者ごっこ」、２６日が「ハロウィン
遊びと誕生日会」、いずれも木曜日の午
前１０時半〜１１時半e１歳〜４歳児
　☆絵本だいすき＝a２０日（金）午前
１１時〜１１時２０分c絵本の読み聞かせと
紹介e２・３歳児d渡辺和子氏、中林
のり子氏
　☆タップダンス体験＝a２９日（日）午
後３時〜４時cプロのタップダンサー
によるワークショップ。簡単なタップ
シューズ作りもしますe小学生f先着
１５人h上履きj動きやすい服装でk１０
月１５日（日）午前９時から受け付け
　☆ベビーマッサージ＝a１１月１０日
（金）①午前１０時〜１０時４０分②１０時５０
分〜１１時半e２カ月〜９カ月児とその
保護者f各回先着８組。①は初回の方
優先d鈴木あゆみ氏hバスタオルj動
きやすい服装でk１０月２７日（金）午前
９時から受け付け（電話可）
 

　☆おはなし会＝a１０月１７日・２４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＝a１８日（水）午後３時
からe小・中学生d東久留米囲碁連盟
　☆幼児のつどい＝ac１９日（木）が
「秋のお散歩遠足（南沢水辺公園）」、
午前１０時５０分現地集合、午後０時１５分
解散予定、雨天の場合は「ＤＶＤ鑑賞」。
２６日（木）午前１０時半〜１１時半が「ハロ
ウィン遊び」e幼児とその保護者j１９
日は遠足のため午前中閉館、午後１時
から開館
　☆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
　☆お母さんのためのアメリカンフラ
ワー教室＝a１１月１４日（火）午前９時
半〜１１時半cカトレアのキャンドル飾
りe幼児とその保護者f先着２０組d樋
沢勝代氏k１０月１７日（火）午前９時か
ら受け付け（電話可）

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

「東くるめ元気plus+カード」
７月に申請した方は更新時期です
　７月中に「東くるめ元気plus+カー
ド」を申請した方は、１０月中に同カー
ドの有効期限を迎えます。有効期限の
２週間前から「東くるめわくわく元気
シート」に再チャレンジして、ぜひ再
度申請してください。新規の方もお待
ちしています。同シートは市役所１階
屋内ひろば、生涯学習センターなどの
市公共施設で配布中のほか、市ホーム
ページからも取得できます。申請は産
業政策課（市役所６階）、健康課（わくわ
く健康プラザ内）で受け付けています。
　l同課保健サービス係緯４７７・００２２
お子さんの予防接種
◎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。２９年度は、次の対象
者へ個別通知を発送します。
　e第１期＝２８年４月１日〜２９年３月
３１日生まれの方▼第２期＝２３年４月２
日〜２４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
特定健診、後期高齢者健診を
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、必ず健康課に申し込みの
上、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月下旬に発送済みです。
　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②４
月１日以降に新たに国民健康保険に加
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
kl同課特定健診係緯４７７・００１３へ
３〜４カ月児健診・産婦健診
　a１０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e２９
年６月１日〜２２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
　a１０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e２８
年４月６日〜２６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
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インターネット通販で詐欺サイ
トの被害に遭った
Ｑ．目的のスポーツウエアをネット
検索し、安い業者を見つけて注文し
ました。サイトにはクレジットカー
ド決済可能と書いてありましたが、
注文フォームは前払いの銀行振り込
みしか選択肢がありませんでした。
口座名義は個人名でした。不安に思
いながらも振り込んだところ、商品
を発送したというメールは届いたが、
１０日以上たっても商品が届きません。
業者とも連絡が取れなくなりました。
Ａ．安いと思ってネットで注文した
が、「商品が届かない」「海外から偽物
が届いた」という相談が後を絶ちま
せん。事例のように前払いした場合、
お金が戻ってくることはほとんどあ
りません。支払い前に信頼できるサ
イトかよく検討することが大切です。
　インターネットでの買い物は通信
販売に当たり、会社の名称や所在地、
電話番号、責任者名などの表示が義
務付けられています。「特定商取引法
に基づく表示」や「会社概要」に記
載されているので必ず確認しましょ
う。詐欺サイトでは連絡先が不明、
書かれていても架空の住所や無関係

の会社の情報がコピーされている場
合があります。電話番号がない、日
本には存在しない番号になっている
場合は怪しいと思いましょう。価格
が通常より大幅に安い、表現が日本
語として不自然、URLが日本ではな
い、問い合わせ先がフリーメールア
ドレスになっている、支払い方法が
前払いの口座振り込みしかない、振
込先がサイト名とは関係のない個人
名になっている場合も要注意です。
　消費者庁で公表している悪質な海
外のサイトのリストを確認するのも
よいでしょう。しかし、記載されて
いるのは怪しいサイトのほんの一部
にすぎません。変だと思ったら注文
をやめましょう。被害に遭ったと思
ったら、警察と振込先銀行の相談窓
口に連絡しましょう。警視庁ではサ
イバー犯罪対策課が相談を受けてく
れます。銀行では口座凍結できた場
合、残高から分配金を受け取れる可
能性があります。また、詐欺的サイ
トで自分のクレジットカード情報を
入力した場合は情報が悪用されるケ
ースも考えられます。二次被害を防
ぐため、カード番号の変更を考えま
しょう。
《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
●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

　QUPiOでは、登録後のログインや健（検）診受
診、市の指定した健康イベントなどへの参加でポ
イントが付与され、貯まったポイントは健康グッ
ズを中心とした商品と交換できます。
　今回のキャンペーンでは、①ログインなどのポ
イント倍増②期間限定トラベルウオーク③健康に
関するクイズを行う予定です。すべてに参加する
とたくさんポイントが貯まります。まだ始めてい

ない方にも「お得」な内容になっています。詳細
はQUPiOの「お知らせ」機能などでご案内します。
　QUPiOはインターネットに接続可
能なパソコン、スマートフォンなどか
ら次のURL（ｈｔｔｐｓ://ｗｗｗ.ｑｕｐｉｏ.ｊｐ/
ｈｉgａｓｈｉｋｕｒｕｍｅｓｈｉｋｏｋｕｈｏ/）または
右のQRコードでアクセスできます。
　i初回のみ「ユーザー登録」「初回ログイン設定」
が必要l国民健康保険についてが保険年金課緯
４７０・７７３３、特定健康診査についてが健康課緯４７７・
００１３

「QUPiO」の
QRコード

健康増進サポート事業東久留米国健康増進サポート事業東久留米国保保
「「QUPiO QUPiO 」ポイントアッ」ポイントアッププ

ク ピ オ

キャンペーンを実施しまキャンペーンを実施しますす
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（踊り）g８００円
《①～③共通事項》b①と③が南部地
域センター講習室、②が同センター和
室f①と③が先着１００人、②が各回先着
６組kl同センター緯４５１・２０２１へ
西部地域センターからのお知らせ
①たのしいうたごえ
　アコーディオンで、誰もが知ってい
る唱歌や歌謡曲を一緒に歌いましょう。
脳トレやお笑いトークもあります。
　a１１月１１日（土）午後１時半〜３時
半f先着１５０人d馬場節生氏g２００円
h飲み物
②パステル和（NAGOMI）アート教室
　パステルを粉状にして、指やコット
ンで描く優しいアートです。絵が苦手
な人でもできます。大人が夢中になれ
る楽しい教室です。まずは手ぶらでご
参加を。教材はすべて用意します。
　a１１月１４日（火）から毎月第２・第
４火曜日の午前１０時〜正午f先着６人
d日本パステルホープアート協会イン
ストラクターの梅田茂美氏g初回体験
料＝１,０００円
③暮らしの安心教育講座
「もしも要介護状態になったら…」
　「自分や家族が要介護状態になった
らどんな問題が出てくるのだろう」「不
安だけど、どう備えればいいのか分か
らない」、そんな方へ知っておきたいポ
イントを講師が、経験を基に解説し、
質問に答えます。
　a１１月１７日（金）午後１時半〜３時
半f先着３０人d元指定通所介護事業所
経営者、社会福祉主事でライフプラン
ナーの桂宗一郎氏g２００円
《①～③共通事項》b①と③が西部地
域センター第２・第３講習室②が同セ
ンター第１講習室k１０月１５日（日）午
前９時から直接同センターへl同セン
ター緯４７１・７２１０
講座「長生きの時代、さて…！？〜
がん・医療保険の上手な生かし方〜」
　現在の公的医療保険制度と今後の方
向性を踏まえ、民間のがん・医療保険の
選び方をポイントを押さえて学びます。
　a１１月１８日（土）午前１０時〜１１時４５
分b市民プラザ会議室f先着２０人
g１００円kl市民プラザ緯４７０・７８１３へ
クリスマスオリジナルキャンドル
作り講座 
　a１１月２５日（土）午前１０時半からと午
後１時からの２回（各回１５分前から受
け付け）b生涯学習センター１階ロビ
ー特設スペースc世界に一つだけ、自
分だけのオリジナルキャンドルを作り
ましょうe親子で参加可、親１人に子
ども１人。小学３年生以下は保護者同
伴f先着１６組dキャンドル講師の齋藤
瞳氏g２,３００円（材料費を含む）kl１０
月１５日（日）午前９時から電話または
直接同センター緯４７３・７８１１へ
市社会福祉協議会からのお知らせ
◎弁護士無料法律相談（第２日曜日）
　a１１月１２日、１２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、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・精神に障害が
ある方③前記①と②の親族・関係者f
各日先着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）
　a１０月２５日、１１月２２日、１２月２７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市内在住の方、福祉関係者f各日先
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～
　子育て中の困りごとを市民の協力者
がサポートする有償の助け合いです。
利用希望者と協力者をおつなぎします。
どちらも、まずは説明会へ。
　ab１０月１６日（月）午後１時半から
がわくわく健康プラザ社協会議室、１１
月２日（木）午前１０時からが東部地域
センター会議室２h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）k当日
直接会場へlファミリー・サポート・
センター事務局緯４７５・３２９４
 

けんちの里秋祭り
　a１１月５日（日）午前１０時半〜午後３
時b特別養護老人ホームけんちの里
（下里４－２－５０）c利用者・保育園児・
中学生の作品展示、ダンスや中学校吹
奏楽部・バンドの生演奏、ひがしくる
め手打ちうどんの販売、模擬店・小物
販売。１日を通して楽しめますk当日
直接会場へlけんちの里緯４７２・０６５７
佐々総合病院 市民公開講座
　acd１０月２６日（木）午前１０時〜１１
時が「糖尿病ってどんな病気？」、講師
は内科医長の丸山雅弘氏。２８日（土）
午後３時〜４時が「病気を知って上手
に付き合おう！〜腰部 脊柱管狭窄 症

せきちゅうかんきょうさく

〜」、講師は整形外科部長の石田将也氏。
１１月１日（水）午前１０時〜１１時が「コ
グニサイズで認知症予防」、講師は戸塚
共立健康支援センター健康運動指導士
b同病院３号館４階ホールg無料i入
場制限する場合ありk当日直接会場へ
l同病院広報室緯４６１・１５３５

ガ イ ド

 

　☆赤ちゃん広場＝ack１０月１８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。２５日が
「ベビーマッサージ」、定員先着２５組、
講師は渡辺直子氏、バスタオル・おむ
つ・飲み物（母乳可）持参、１０月１８日（水）
午前９時から受け付け（電話可）。いず
れも水曜日の午前１０時半〜１１時半e０
歳児とその保護者
　☆ミニサッカーの日＝a１８日（水）
午後３時半からe小学生h上履き、タ
オルk当日受け付け
　☆幼児のつどい＝ace１９日が更
生保護女性会による子育てミニ集会
「親子でスキンシップ・ミュージック
ダンス」、１歳児、講師は井田洋子氏。
２６日が「ハロウィン遊びと誕生日会」、
１歳〜４歳児。いずれも木曜日の午前
１０時半からj動きやすい服装で
　☆リラクゼーションヨガ＝a１１月１
日（水）午前１０時半〜１１時e乳幼児と
その保護者f先着１５組d aki 氏hタオ

アキ

ル、飲み物j足先の出る動きやすい服
装でk１０月１８日（水）午前９時から受
け付け（電話可）
　☆けやき座人形劇公演＝a１１月１１日
（土）午前１１時〜正午（１０時４５分開場）
cともだちやe乳幼児（保護者同伴）
〜高校生年代k１０月１５日（日）午前９
時から整理券（無料）を配布
 

　☆ぴよぴよママの会＝a１０月１８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。前日までに要予約）k当日受け付け
　☆おはなしの日＝a１８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＝ae１９日（木）午前
１０時半〜１１時１０分が１歳児。２６日（木）
午前１０時半〜１１時１５分が２歳〜４歳児
c新聞紙遊び、１０月生まれの誕生日会
　☆ハロウィン工作＝a２８日（土）午前
１０時〜午後４時、２９日（日）午前１０時〜
午後２時半cハロウィンの衣装などe
小学生j２９日（日）午後３時から仮装を
して、ゲームをしますk当日受け付け
　☆ベビーマッサージ＝a３０日（月）
午前１０時半〜１１時半e１歳までの乳児
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k１０月２３日（月）午
前１０時から受け付け （電話可）
 

 

　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
時半）。育児相談も受けます。
　☆わくわく赤ちゃん広場＝ace１０
月２５日が「はいはいの会」、７カ月〜１２
カ月児とその保護者。１１月１日が「ね
んねの会」、６カ月未満児とその保護者。
いずれも水曜日の午前１０時〜１１時半h
タオルjきょうだいの保育あり（先着
３人）。１０月１７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＝a１１月７
日（火）午前１０時〜正午e乳児とその
保護者f先着２０組h裁縫箱、はさみj

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

保育はありませんk１０月３０日（月）午
前１０時から同センターへ
　☆本村小なかよし広場＝a１１月１０日
（金）午前１０時〜１１時半b本村小学校
cお子さんと遊びながら、育児の情報
交換をして、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
 

　☆六小・小山小なかよし広場＝
ab１０月２４日（火）が第六小学校、１１
月９日（木）が小山小学校。いずれも
午前１０時〜１１時半cお子さんと遊びな
がら、育児の情報交換をして、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
　☆赤ちゃん広場＝a１１月１０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
談も受けます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＝a１１月１７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k１１月１日（水）
午前９時半から同センターへ
　☆子育て支援関係機関対象者講座
「見えますか 子どものこころ」＝a１１
月３０日（木）午前１０時〜正午b生涯学
習センターホールe子育て支援に関わ
っている方、関心のある方f先着１００人
d都立小児総合医療センター医師の田
中哲氏g無料k１０月１６日（月）午前１０
時からセンター上の原へ
 

男女共同参画情報誌「ときめき」
第59号を発行しました
　a発行日は９月２９日c▽特集＝男女
共同参画「ことはじめ」暮らしやすい
社会を目指
して▽とき
めきインタ
ビュー▽フ
ィフティ・
フィフティ
から＝書籍
紹介、男女
平等推進セ
ンター事業案内ほかj配布場所は市民
プラザ、男女平等推進センター（市役
所２階）、市内公共施設など。市ホーム
ページからも閲覧できますl生活文化
課緯４７０・７７３８
南部地域センターからのお知らせ
①第３５回市民によるコンサート「～な
ごみが歌う～昭和のフォークソング」
　a１０月２２日（日）午後２時開演（１
時半開場）c出演者＝なごみg５００円
②ママヨガ教室
　ae１０月２４日（火）午前９時５０分〜
１０時４０分が１歳〜４歳児とその母親、
１０時５０分〜１１時４０分が乳児とその母親
（各回母親のみも可）c子ども連れで
できるヨガd安立順子氏g１,０００円（当
日集金）
③魅惑のフラメンコ
～アンダルシア情熱のリズム～
　a１１月１９日（日）午後２時開演（１
時半開場）c出演者＝今田央氏・郷津桂
一氏（ギター）、小松美保氏・公家千彰
氏・フラメンコスタジオ「チュロス」

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１
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