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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）

30.　2.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

【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３０年２月１日現在＞　人口１１６,７９４人（うち外国人１,９５８人）／前月比３６減
男５７,０６８人／前月比２５減　女５９,７２６人／前月比１１減　世帯数５３,７０８／前月比増減なし

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～昭和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）。　※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（い
ずれも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
女性のための健康講座
～美しく健康に過ごすために～
　女性の美しさや健康を保つ「女性ホ
ルモン」とライフステージの関係を知
り、エクササイズを通して、大切な自
分の身体を見つめ直してみましょう。
　a３月２日（金）午前１０時～正午b
わくわく健康プラザc保健師による講
話、健康運動指導士によるヨガ体験e
おおむね３０歳～４０歳代の女性f先着３０
人hタオル、飲み物j動きやすい服装
でk２月１５日（木）～２６日（月）に、
電話で健康課保健サービス係緯４７７・
００２２へ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。
 

　☆幼児のつどい＝ac２月１５日が
「運動遊び」、２２日が「まねっこ遊び、
２月のお誕生日会」、いずれも木曜日の

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

午前１０時半～１１時半e１歳～４歳児
　☆おはなし会＝ae１７日・２４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
　☆わらべうたスマイル講座＝a２１日
（水）午前１０時半～１１時半c遠野地方
のわらべ歌、育児の悩み相談や話し合
いe０歳児とその保護者d原悠子氏k
当日受け付け
　☆地域懇談会＝a２４日（土）午前１０
時～正午c滝山児童館の２９年度の振り
返りe地域の方、利用者の保護者など
j午前中は遊戯室と育成室を利用でき
ません
　☆音楽の日＝a２５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
 

　☆幼児のつどい＝ac２月１５日が
「ポイントラリー」、２２日が「おひなさ
ま作り」。いずれも木曜日の午前１０時半
～１１時半e幼児
　☆きらら＝a１６日（金）午前１０時半
からc幼児のつどいの参加シールを折
り紙で作りながら、子育ての情報交換
をしますe幼児
　☆おはなし会＝a２０日・２７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e小学生dお
はなしくぬぎ
　☆赤ちゃんといっしょ！だっこでお
はなし＝a２３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
　☆工作の日＝a２３日（金）午後２時
からと２４日（土）午後１時半からcデ
コパージュせっけんe小・中学生k当
日受け付け

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

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
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土金木水火月日
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ごみ収集カレンダー
　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。
　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。

３〜４カ月児健診・産婦健診
　a２月２２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１０月１日～２５日生まれの乳児l健康
課保健サービス係緯４７７・００２２
３歳児健診
　a３月１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１月１６日～２月６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月のプレ・パパママクラス
　３月１７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＝
a５日（月）午後０時半～４時
　◎プレママ・クッキング＝a１３日
（火）午前９時１５分～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＝a１７日（土）午後０時半～４時
　◎妊婦歯科健診＝a２０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f先着２５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
お子さんの予防接種
　①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
接種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
送しています。
　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２９年
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
29年度成人用肺炎球菌定期予防接
種がもうすぐ終了します
　対象者で接種を希望する場合は、２９
年４月に送付した通知の内容に沿って
実施医療機関へ予約をしてください。
　a３月３１日（土）までe成人用肺炎
球菌ワクチンの接種歴のない次の年齢
の方▼６５歳（昭和２７年４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

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。
　２月１８日
　　＝わくわく健康プラザ内休日医科診療所（滝山４－３－１４、☎４７３・３６６３）
　２月２５日＝いくせ医院（新川町１－４－１８、緯４７１・２３０４）
　【歯科】
　２月１８日・２５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）
休日準夜間診療医療機関（診療科目・時間等については当日事前にご確認ください）
　２月１８日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　２月２５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
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30.　2.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

機器をお知らせくださいl同館
 

いきいきのびのび
「たのしいうたごえ」
　アコーディオンの伴奏で誰もが知っ
ている唱歌や歌謡曲をみんなで一緒に
歌いましょう。脳トレゲームやお笑い
トークもあります。
　a３月１０日（土）午後１時半〜３時
半b西部地域センター３階多目的ホー
ルf先着１５０人d馬場節生氏g２００円
h飲み物kl同センター緯４７１・７２１０
へ
29年度市民プラザ塾講演会
「明治維新と東久留米」
　a３月１１日（日）午後２時〜４時b
市民プラザホールf先着９０人d教育委
員会学芸員の井口直司氏、自由学園准
教授の奈良忠寿氏g無料i満員の場合
は立ち見または入場をお断りすること
がありますk当日直接会場へl市民プ
ラザ緯４７０・７８１３
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
で描く独特の技法が生み出す優しいア
ートです。絵が苦手な方、年齢を問わ
ず誰でもできる楽しい教室です。
　a３月１３日（火）・２７日（火）の午前
１０時〜正午（毎月第２・第４火曜日開
催）b西部地域センター３階第１講習
室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g１回
２,０００円（初回のみ体験料１,０００円）j教
材はすべて用意しますkl同センタ
ー緯４７１・７２１０へ
市民企画講座「アートで自分らし
さを生かす働き方」
～男女平等推進センター主催
　「人間関係が苦手」「働けるかどうか
不安」「でも、自分の力でやっていきた
い」など、自分の生きづらさに向き合
いながらも働きたい方、それをサポー
トしていきたい方に向けた講座です。
　アートを通じた自己実現と仕事づく
りを実践している講師とアーティスト
から話を聞き、自分を肯定できる新し
い働き方の可能性を探ります。企画運
営は特定非営利活動法人コイノニア。
　a３月１６日（金）午後６時半〜８時
b市役所７階７０４会議室f３０人d社会
福祉法人東京コロニー・アートビリテ
ィの中島倫子氏、東京コロニー・アー
トビリティ登録アーティストの岡崎妙
子氏g無料kl２月１５日（木）から電
話（４７２・００６１）または直接男女平等
推進センター（市役所２階）ヘ
手話通訳者登録試験を実施します
　市では、聴覚および言語に障害のあ
る方が、家庭生活や社会生活を支障な
く送れるように「コミュニケーション
支援事業（手話通訳）」を行っています。
手話通訳者として登録していただける
方に必要な登録試験を実施します。
　a３月１７日（土）午前９時からb市

役所７階７０１・７０２会議室e応募資格＝
手話技術（おおむね実践クラス以上）
を習得している２０歳以上の市内在住の
方で、手話通訳者として活動可能な方
k２月１６日（金）〜２８日（水）に、認
め印を持参の上、障害福祉課（市役所
１階）へl同課福祉支援係緯４７０・７７４７
29年度「市立小・中学校連合作品
展・連合書写展」
　市立小・中学校の児童・生徒の造形・
絵画・書写の力作が一堂に会した作品
展・書写展を開催します。
　a３月２日（金）が午後５時〜７時、
３日（土）・４日（日）が午前９時〜午
後４時b作品展＝市民プラザホール▼
書写展＝市民プラザ会議室k当日直接
会場へl指導室緯４７０・７７８１
市民自主企画講座
「小・中学生英語 暗  誦 ・スピーチ

あん しょう

大会」を開催します
　多文化共生は身近な社会の問題です。
若い人たちの英語スピーチを聞いて理
解を共有しませんか。企画・運営は東
久留米国際友好クラブ。主管は市文化
協会。
　a３月１１日（日）午後１時半〜４時
半b東部地域センターe市内在住・在
勤・在学で関心のある方f７０人d審査
員＝塾講師のポール・マカラー氏、英
語スクール講師のスチュアート・マク
レランド氏g無料k２月１５日（木）か
ら電話（第４月曜日を除く平日の午前
９時〜午後５時）または講座名・氏名・
住所・電話番号・年齢を記入の上、フ
ァクスで市文化協会緯４７７・４７００（フ
ァクス同）へl同協会事務局
市民大学「短期コース」の
市民講師を募集します
　市民の皆さんが持つさまざまな分野
での豊かな経験を生かして、講座を開
いてみませんか。講座を通して市民同
士の学び合いの場になることを目指し
ます。ぜひご応募ください。
　c開講期間・回数＝６月〜７月。全
３回または１回のいずれかの回数を選
択▼会場＝原則として生涯学習センタ
ー▼講座内容＝分野は問いませんが、
対話型・参加型・実践型で運営するも
のに限ります（特定の政党、宗教、営
利活動に関わるものは開講できませ
ん）▼応募資格＝市内在住・在勤・在
学で、講座の運営ができる方。１人１
講座まで▼受講生数＝１０人〜３６人の範
囲で相談の上、決定▼講師謝礼＝１講
座当たり、３回コースが７,５００円、１回
コースが２,５００円▼選考方法＝提出し
た企画書などを基に選考しますk２月
１５日（木）〜３月９日（金）に（必着）、応
募用紙に必要事項を記入の上、〒２０３－
００５４、中央町２－６－２３、生涯学習セ
ンター内、市文化協会事務局宛て郵送
または直接持参を。なお、応募用紙は
同協会（生涯学習センター内）で配布
するほか、市ホームページからも取得
できますl第４月曜日を除く平日の午
前９時〜午後５時に同協会事務局緯
４７７・４７００（ファクス同）

 

　☆幼児のつどい＝ace２月１５日
（木）午前１０時半〜１１時半が「観劇会
（着ぐるみ劇）」、１歳〜４歳児（うさ
ぎ・あひる合同）、出演は「びっくり
箱」。２２日（木）午前１０時半〜１１時１５分
が「お別れ会の練習、２月の誕生会」、
２歳〜４歳児（あひる）
　☆ぴよぴよママの会＝a２１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＝a２１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
　☆どうぶつしょうぎ大会＝a３月２
日（金）午後３時半〜４時半e小学生
k２月２３日（金）午後３時半から受け
付け
　☆中高生年代卓球大会＝a３月３日
（土）午後５時半〜６時半e中学・高
校生年代h上履きk２月１７日（土）午
後３時半から受け付け
 

　☆幼児のつどい＝ace２月１５日
が「けやき座人形劇『はらぺこあおむ
し』＆２月生まれのお誕生日会」、１歳
児。２２日が「お別れ会の練習＆２月・
３月生まれのお誕生日会」、２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
　☆おはなしの日＝a２０日（火）午前
１１時〜１１時半c絵本の読み聞かせや手
遊びなどe乳幼児とその保護者j協力
は、みくりおはなしの会
　☆赤ちゃん広場＝a２１日（水）午前
１０時半〜１１時半c親子のコミュニケー
ションワークとティータイムe０歳児
とその保護者d炭田契恵子氏h飲み物
k当日受け付け
　☆ドッジボールの日＝a２１日（水）
午後３時半からe小学生
　☆リラクゼーションヨガ＝a３月７
日（水）午前１０時半〜１１時c子ども連
れで参加できるヨガe乳幼児とその保
護者f先着１５組d aki 氏h長めのタオ

ア キ

ル、飲み物i妊娠初期の方はご遠慮く
ださいj足先の出る動きやすい服装で
k２月２１日（水）午前９時から受け付け
 

 

　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。
　☆わくわく赤ちゃん広場＝ace
２月２８日が「はいはいの会」、７カ月〜
１２カ月児とその保護者。３月７日が「ね

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

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

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。２月１５日〈木〉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＝a３月６
日（火）午前１０時〜正午e乳児とその
保護者h縫い針、はさみj保育はあり
ませんk２月２６日（月）午前１０時から
同センターへ
　☆本村小なかよし広場＝a３月９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k当日直接会
場へ徒歩か自転車で来場を
 

　☆一小・六小・小山小なかよし広場
＝ab２月２０日（火）が第一小学校、
２７日（火）が第六小学校、３月８日（木）
が小山小学校、いずれも午前１０時〜１１
時半c育児の情報交換やしつけの話を
したり、地域の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
　☆赤ちゃん広場＝a３月２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＝a３月９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（要予約）k３月
１日（木）午前１０時から同センターへ
 

第３回ウィキペディアタウン
in東久留米
　誰でも見ることが
できるウェブのフリ
ー百科事典「ウィキ
ペディア」に地域の
記事を作成・編集し
ます。今回は郷土資
料室を見学後、滝山団地から中央図書
館までまち歩きをします。
　a３月２４日（土）午前９時半〜午後
５時（雨天決行）b郷土資料室、中央
図書館e小学校高学年以上の方f先着
２０人dウィキペディア日本語版編集者
g無料hパソコンまたは電子タブレッ
ト、デジタルカメラ、スマートフォン、
電源タップ（いずれも任意）k２月１５
日（木）〜３月２１日（祝）に、電話（４７５・
４６４６）、ファクス（４７５・６６３１）、電子メ
ール（ｔｏｓｈｏ＠ｃｉｔｙ.ｈｉｇａｓｈｉｋｕｒｕｍｅ.ｌｇ
.ｊｐ）または直接中央図書館１階カウン
ターで件名「ウィキペディアタウン申
し込み」、氏名・電話番号・持参可能な

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

2
土金木水火月日

３３２１

１１００９８７６５４４

１１７７１６１５１４１３１１２２１１１１

２２４４２３２２２１２０１９１１８８

２８２７２６２２５５

3
土金木水火月日

３３２１

１１００９８７６５４４

１１７７１６１５１４１３１２１１１１

２２４４２３２２２２１１２０１９１１８８

３３１１３０２９２８２７２６２２５５

　認知症は誰でもかかる可能性のある病気です。
サポーターは「何か」特別なことをする人では
ありません。他人事として無関心でいるのでは
なく、認知症を正しく理解し、認知症の予防方
法を一緒に学びませんか。
　a２月２５日（日）午後２時〜３時半（１時半

から受け付け）b市民プラザホールc認知症の
正しい理解と接し方、頑張りすぎない介護と相
談先などe市内在住・在勤で認知症サポーター
養成講座を受講したことがない方f７０人d東久
留米市キャラバンメイトg無料j手話通訳あり。
修了者には、認知症サポーターの目印となる「オ
レンジリング」を差し上げますk当日直接会場
へl東久留米明るい社会をつくる市民の会・貫
井緯４７４・１１１１または介護福祉課地域ケア係緯
４７０・７７７７（内線２５０１〜２５０３）

〜住み慣れた地域でいつまでも暮らせる
よう、認知症について知りましょう〜

認知症サポーター養成講座を開催します
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29年度第２回防災情報交換サロン
　このサロンは「今あるチカラを見つ
け合うこと」をテーマに、防災活動す
る個人・団体の横のつながりを作るこ
とを目的としています。「聞きたいだ
け」という方も歓迎します。
　a２月２６日（月）午後６時半〜９時
（６時開場）b市民プラザホールcd
①事例紹介「神宝小学校避難所防災訓
練における地域防災マップづくり」、講
師は神宝小学校校長の小瀬ますみ氏、
神宝小学校避難所運営連絡会会長の田
崎敏行氏、向台自治会会長の内田豊氏
②地域の防災・減災の情報交換f４０人
g無料k当日直接会場へl市社会福祉
協議会ボランティアセンター緯４７５・
０７３９
多摩六都科学館
①たまろくと市民感謝デー
　今年も日ごろの感謝を込めて年に１
度のお祭りを開催します。地域を代表
するご当地グルメやイベントが盛りだ
くさんです。当日は東久留米駅西口発
（午前８時４５分・１０時・１１時、午後１時・
２時１５分）の無料シャトルバスを運行
します。
　a３月４日（日）午前９時半〜午後
５時bcたまろくとご当地グルメフ
ェスティバル（屋外）＝地域のおいし
い食べ物やお土産など▼ラボまつり＝
展示室にある４つの「ラボ」で観察・
実験・工作が気軽に楽しめます▼ボラ
ンティア会のわーくわく科学広場g東
久留米市・小平市・東村山市・清瀬市・
西東京市に在住・在学・在勤の方は、
これらが確認できる物を提示すると入
館料が無料になります（プラネタリウ
ム・大型映像は別途料金が必要）k当
日直接会場へl多摩六都科学館緯４６９・
６１００
②「小惑星リュウグウ到着直前！
はやぶさ２の挑戦」
　小惑星探査機「はやぶさ２」が小惑
星リュウグウへ間もなく到着します。
最新状況とこれから挑むミッションを
紹介します。
　a３月１０日（土）午後５時１０分〜６
時４０分b多摩六都科学館サイエンスエ
ッグe小学４年生以上の方（小学生は
保護者と参加）f１５０人（応募者多数の
場合は抽選）dＪＡ
ＸＡはやぶさ２プ
ロジェクトマネー
ジャーの津田雄一
氏g入館料５００円、
４歳児〜高校生は
２００円k２ 月２６日
（月）までに（必着）、
同館ホームページ
（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｔａｍａｒｏｋｕｔｏ.ｏｒ.ｊｐ）ま
たは、はがきに開催日・イベント名・
郵便番号・住所・氏名（フリガナ）・年
齢（学年）・電話番号を記入の上、〒
１８８－００１４、西東京市芝久保町５－１０
－６４、多摩六都館宛て郵送をl同館緯
４６９・６１００
交通事故・労務災害により
親御さんを亡くされた世帯の方へ
（交通・労務災害遺児サポート事業）
　交通事故や労務災害により父母のど
ちらか、または両親を亡くされた市内
在住の方に進級祝い金、入学準備金を
差し上げます。ただし、生活保護世帯
は除きます。また、再婚している方も
対象外です。
◎「進級祝い金」＝e４月に進級する
小学新２年〜新６年生と中学新２・３
年生の児童・生徒▼進級祝い金額　お
子さん１人に対し、１万円

◎「入学準備金」＝e４月に小・中学
校、高等学校（技能修得を目的とし、
就学期間が１年以上の各種学校を含
む）へ入学する方▼入学準備金額　小
学校が４万８,０００円、中学校が５万４,０００
円、高等学校が１２万円
≪共通事項≫
　▼申請時に必要な書類　①交通事故
（自動車安全運転センター事務所長発
行）または労務災害（労働基準監督署
長発行・遺族補償年金決定など）を証
明する書類の写し②戸籍謄本の写し③
入学許可書の写し（高等学校に入学す
る方のみ）④通帳⑤お子さんの生年月
日が分かるもの⑥印鑑▼申請期間　３
月９日（金）まで▼申請受付場所　市
社会福祉協議会（わくわく健康プラザ
２階。土曜・日曜日を除く午前９時〜
午後４時半）、中央町地区センター（火
曜日を除く午前９時〜午後４時半）l
同協議会相談支援担当緯４７９・０２９４
 

公立昭和病院
第23回市民公開講座
　a２月２４日（土）午後２時半〜４時
bルネこだいら（小平市美園町１－８
－５）cd「進歩する肺がん治療〜手
術療法について」、講師は公立昭和病院
呼吸器外科の 秦  一  倫 氏▼「進歩する肺

はた かず のり

がん治療〜薬物療法について」、講師は
公立昭和病院呼吸器内科部長の岩崎吉
伸氏▼「いまどきの妊活・プレコンセ
プションケアってなあに」、中野産婦人
科医院院長の中野義宏氏g無料k当日
直接会場へl公立昭和病院医事課医事
管理係緯４６１・００５２（内線２１７１）
薬湯の日“紅花の湯”
　ab３月４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j
６歳以下は無料l各利用施設

ガ イ ド

さいわい福祉センター
「さをり織り講座」利用者募集
　さいわい福祉センターでは、３０年度
「さをり織り講座」の利用者を募集し
ます。
　a４月から１年間、毎月第２・第４
土曜日の午前１０時〜正午e市内在住で
知的障害および身体障害をお持ちの１５
歳以上の方f若干名g材料費（実費）
kl３月５日（月）から同センター緯
４７７・２７１１（土曜・日曜日、祝日を除く
午前９時〜午後５時）へ
元気のヒントが見つかる
「Lightなフィフティ」
３月１７日（土）に開催
～体と心をほぐす「ダンス・ムーブメ
ント」タイムもあります～
　男女平等推進センターから、えりす
ぐりの情報の提供や本を配架します。
午後に２回の「ダンス・ムーブメント」
タイムでは、ダンサーでコレオグラフ
ァーの高見知英美氏のリードで、赴く
ままに体を動かしリフレッシュします。
読書、ダンス、交流など、お好みの自
分の時間をお過ごしください。
　a３月１７日（土）午前１０時半〜午後
５時半（ダンス・ムーブメントは２時
からと３時から）b市役所７階７０４会議
室g無料jダンス・ムーブメントは動
きやすい服装と靴でk当日直接会場へ
（出入り自由）l同センター緯４７２・００６１
男女平等推進センター（フィフテ
ィ・フィフティ）の交流スペース
がオープンしました
　男女平等推進センター（フィフティ・
フィフティ）は、自分らしく力を発揮
する機会が、誰にも同じように与えら
れ、喜びや責任を分かち合いながら、
一人ひとりが生き生きと暮らすことが
できる「男女共同参画社会」の実現を
地域で進めるための拠点施設です。講
座や情報提供、図書貸し出し、相談事
業などを行っています。

　このたび同センターの交流スペース
の整備が終わりました。このスペース
は、所蔵図書の閲覧や、男女共同参画
で活動を豊かにしたい方の交流の場で
す。気軽にお立ち寄りください。なお、
使用の予約は受け付けていません。
　a開館日時＝土曜・日曜日、祝日、
年末年始を除く午前９時〜午後５時b
男女平等推進センター内（市役所２階）
l同センター緯４７２・００６１
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～
　「新学期から子どものお迎え時間に
間に合わない」「子どもを預けて用事を
済ませたい」など、子育て中の困りご
とを地域でサポートする有償の子育て
助け合い活動です。協力者も募集中。
新学期から利用をお考えの方は早めの
登録をお勧めします。利用者、協力者
合同の説明会を次の通り開催します。
　ab２月１７日が生涯学習センター
集会学習室５、３月３日がわくわく健
康プラザ社協会議室、いずれも土曜日
の午前１０時から１時間半程度h入会希
望者（保護者）の顔写真j保育あり
（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
ー緯４７５・３２９４
シルバー人材センター会員募集
　「就職は望まないが何らかの収入を
得たい」「地域に貢献したい」という健
康で働く意欲のある方、まずは入会説
明会にお越しください。
　a２月２１日（水）午後１時半から２
時間程度（原則毎月第３水曜日に開催）
bシルバー人材センター２階会議室
（下里４－１－４４）e市内在住の原則
６０歳以上で同センターの趣旨に賛同い
ただける方h年度会費１,２００円、筆記用
具、ゆうちょ銀行通帳、認め印、本人
確認書類k当日直接会場へl同センタ
ー緯４７５・０７３８
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加工食品の原料原産地表示
Ｑ．２９年９月１日から加工食品の原
料原産地表示が拡大されたと聞きま
した。新しい制度について教えてく
ださい。
Ａ．生鮮食品には原産地の表示義務
がありますが、これまで加工食品に
は一部のみにしか表示義務がありま
せんでした。それがすべての加工食
品（輸入品を除く）が対象となり、
一番多い原材料の産地が表示される
ことになりました。ただし移行期限
は３４年３月末までなので、準備が整
ったところから順次表示されていく
ようになるでしょう。
　表示方法は、原則「国別重量順表
示」です。ウインナーなら豚肉が一
番多ければ豚肉の産地が、「豚肉（ア
メリカ産、カナダ産）」など国別・多
い順に記載されます。３カ国以上の
場合は、３カ国目以降をその他とす
ることも可能です。国別重量順表示
をすることが難しい場合は、「豚肉
（アメリカ産または国産）」のように
「または」の表示や、４カ国以上の

産地の原料が使われている場合など
は、「豚肉（輸入）」など大くくりの
表示になっている場合もあります。
　加工食品の一番多い原材料が加工
食品の場合は、「チョコレートケーキ
原材料チョコレート（ベルギー産）」
など製造地が表示されることになり
ます。チョコレートケーキの場合、
一番多い原材料はチョコレートで、
チョコレートの製造地がベルギーと
いう意味です。
　新しい制度は細かく見れば複雑で
すが、消費者にとっては、加工食品
に一番多く使われている原料の産地
や、製造地（原料が加工食品の場合）
が把握しやすくなったといえます。
　なお、レストランなどの外食や店
で調理された総菜など、作ったその
場で販売される食品などは、その場
で確認できることから対象外です。
　また、従来から義務のあった干物
など生鮮食品に近い加工食品などの
原料原産地表示は今まで通りです。
　食品表示について、より詳しく知
りたい方は消費者庁ホームページを
ご覧ください。
《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
●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


