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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.　3.　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３月１日現在＞　人口１１６,７９８人（うち外国人１,９７２人）／前月比４増
男５７,０７２人／前月比４増　女５９,７２６人／前月比増減なし　世帯数５３,７０９／前月比１増

狂犬病予防集合注射のお知らせ
　生後９１日以上の飼い犬は、飼った日
から３０日以内に登録を行い、年１回の
狂犬病予防注射を受ける必要がありま
す。会場では当日、注射済票の交付の
ほか、新規登録・死亡の手続き・鑑札
の再交付もできます。登録している方
には個別で通知を発送します。
　ab下表１の通り。雨天などで中止
の場合は、開始時刻１５分前に判断し、
各会場へお知らせしますg予防注射
３,１００円▼注射済票交付５５０円▼新規登
録３,０００円▼鑑札再交付１,６００円h飼い
犬の注射済票交付申請書（黄色のはが
き）i下表１の会場での集合注射は、
市内在住の方の飼い犬が対象です。雨
天などで中止の場合や集合注射日に都
合が悪い場合は、市獣医師会に加入し
ている動物病院（下表２参照）で、４
月１日（日）～３０日（休）に予防注射
と注射済票の交付を受けることができ

ますj会場には、多くの犬が集まるた
め、犬が興奮することがあります。犬
の性格や健康状態を把握していて、犬
をしっかり抑えられる方が連れて来て
ください▼小さなお子さんの同行は避
けてください▼首輪や胴輪が緩すぎた
り、引き綱（リード）から離れて犬が
脱走したり、他の犬などにかみついた
りしないよう注意してください。長く
伸びるリール式リードはストッパーを
きちんとかけてください▼異常のある
犬、妊娠中の犬、予防注射後に異常が
出たことのある犬は、注射前に獣医師
に申し出てください▼犬のふんを始末
する袋などを用意し、飼い主が責任を
もって持ち帰ってください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
種がもうすぐ終了します
　対象者で接種を希望する方は、２９年
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。
　a３月３１日（土）までb市内実施医
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

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（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

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
３歳児健診
　a３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e２７
年２月７日～２８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

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

３月２１日（春分の日）のごみ収集は
　３月２１日は水曜日の祝日ですが、通常通りごみの収集を行います。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。
　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。

ごみ収集カレンダー

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
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です。混雑具合により受付時間
がずれる場合があります。
　３月１８日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　３月２１日＝山口内科・呼吸器科クリニック（本町３－１２－２、緯４７２・２３８６）
　３月２５日＝福山内科クリニック（新川町１－９－２２、緯４７０・９１７７）
【歯科】
　３月１８日・２１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・時間等は当日事前にご確認ください）
　３月１８日・２５日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　３月２１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）

必ず保険証をご持参ください
保険証がないと自費診療になります

3
土金木水火月日

３３２１

１１００９８７６５４４

１１７７１６１５１４１３１２１１１１

２２４４２３２２２２１１２０１９１１８８

３３１１３０２９２８２７２６２２５５

4
土金木水火月日

７７６５４３２１１

１１４４１３１２１１１０９８８

２２１１２０１９１８１７１６１１５５

２２８８２７２６２５２４２３２２２２

３３００２２９９

表２　注射、注射済票交付、新規登録ができる動物病院
電話番号所在地病院名電話番号所在地病院名

４７１・６３０６中央町
１－３－１

山村
獣医科４７１・００３１中央町

４－８－１０
いそべ
動物病院

４７７・３４４３八幡町
３－３－１２

くるめ
動物病院４５３・８１１１中央町

２－６－５０
かざま
動物病院

４７５・５５６２下里
５－９－１５

どんぐり
動物病院４７４・０５３３東本町

４－９
田中
動物病院

４７３・７０７８中央町
１－１－４９

トオヤ
動物病院

表１　飼い犬の登録および狂犬病予防集合注射日程
所在地会場時間日程

滝山４－３－１４わくわく健康プラザ
駐車場午前９時半～１０時２０分

４月１６日
（月） 東本町９－１３北多摩北部建設事務所

（成美教育文化会館隣）午前１１時～１１時４０分

大門町２－１４－３７スポーツセンター
駐車場午後１時２０分～２時

中央町２－６－２３生涯学習センター
駐車場午前１０時半～１１時半４月１７日

（火） 滝山７－２４白山公園
（第七小学校側）午後１時１５分～２時１５分
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30.　3.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

多摩六都高校生写真展多摩六都高校生写真多摩六都高校生写真展展

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
　☆臨時閉館のお知らせ＝２１日（祝）
は設備点検のため、２７日（火）は小学
生遠足（雨天決行）のため、それぞれ
閉館します
　☆中高生年代卓球大会＝a２３日（金）
午後５時半からe中学・高校生年代k
当日受け付け
　☆バスケの日＝a２４日（土）午後３時
からe小学生h上履きk当日受け付け
　☆中高生年代卒業カレーパーティー
＝a２９日（木）午後５時からe中学・
高校生年代k当日受け付け
 

　☆交通安全・防犯教育の日＝a３月
１７日（土）午後３時半からc春休みに
向けて、交通安全と防犯の話をします
e４歳児（保護者同伴）～高校生年代
k当日受け付け
　☆工作の日＝a１８日（日）午前１０時
～午後３時半cプラ板工作e小学生k
当日受け付け
　☆おはなしの日＝a２１日（祝）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
　☆小学生卒業を祝う会＝a２８日（水）
午後３時半からc中学校進学に向けて
の話e小学６年生k受け付け中
　☆環境整備の日＝a２９日（木）午後
３時半からcみんなで児童館をきれい
にしますe４歳児（保護者同伴）～高
校生年代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。
　☆わくわく赤ちゃん広場「はいはい
の会」＝a３月２８日（水）午前１０時～
１１時半e７カ月～１２カ月児とその保護
者hバスタオルjきょうだいの保育あ
り。先着３人。３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＝a４月３
日（火）午前１０時～正午e乳幼児とそ
の保護者f先着２０組h縫い針、はさみ
j保育はありませんk３月２６日（月）
午前１０時から同センターへ
 

　☆一小なかよし広場＝a３月２０日
（火）午前１０時～１１時半b第一小学校
cお子さんと遊びながら、育児の情報
交換をしましょう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
　☆休館日の変更＝３月２９日（木）は
休館します。　※１５日（木）は開館。

（ ）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

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

 

４月から図書館の開館時間が変更
になります
　４月１日（日）から中央・滝山・東
部・ひばりが丘の各図書館の開館時間
が午前９時～午後７時に変わります。
　l中央図書館業務係緯４７５・４６４６
４月から中央図書館の集会室（大）と
視聴覚ホールの使用方法を変更します
　４月１日（日）から中央図書館の集
会室（大）は終日学習室として、視聴
覚ホールは図書館のイベントで使用す
るほか読書・学習室として開放します。
　l同館業務係緯４７５・４６４６
 

市民お楽しみチーム卓球大会＆
小中学生卓球大会
～市卓球連盟主催
　a４月８日（日）午前９時開場bス
ポーツセンターc種目＝①お楽しみ
チーム戦（男子・女子・ミックスダブ
ルス）②中学生大会③小学生大会シン
グルスe市内在住・在勤・在学の方
（①は高校生以上の方）g１人５００円
（市卓球連盟登録者、小・中学生は無
料）j個人でも申し込み可（当日大会
本部でチーム編成します）k４月４日
（水）までに（必着）、はがきに住所、
氏名、年齢、電話番号、参加種目、在
勤の方は勤務先、小・中学生は学校名
を記入の上、〒２０３－００５１、小山１－
９－２、笹川由紀子宛て郵送をl同連
盟・笹川緯４７１・１０５２
ジュニア育成地域推進事業
「剣道教室」
～市体育協会・都体育協会・都主催、
市剣道連盟主管
　日本古来の伝統文化である剣道を体
験、習得することで強い精神と身体を
つくり、青少年の健全な育成を目的に
開催します。
　a４月８日・２９日、５月６日・１３日、
６月１０日・２４日、７月８日・２９日、８
月５日・１９日のいずれも日曜日、午前
９時～１１時bスポーツセンターe市
内在住・在学の小学～高校生f先着３０
人g無料i運動ができる服装でk当日
直接会場へl市剣道連盟・小川緯０９０・
４８１２・４８８６
春季バスケットボール大会
～市バスケットボール連盟主催
　a４月２８日（土）、５月３日（祝）・
５日（祝）のいずれも午前９時～午後
６時５０分bスポーツセンターe市内
在住・在勤で１８歳以上の方（高校生不
可）で編成されたチームg１チーム
５,０００円。市バスケットボール連盟新規
登録チームは別途３,０００円j抽選会を
４月７日（土）午後６時半から同セン
ター３階会議室で行いますkl同連
盟事務局・貫井緯４７４・１１１１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。
 

　☆子どもセンターあおぞらへの滝山
児童館機能の移転準備に伴う部屋の利
用停止について＝移転準備のため、３
月１５日（木）から工作室、２４日（土）
から集会室が利用できません（夜間貸
し出しも含む）
　☆絵本だいすき＝a１６日（金）午前
１１時～１１時２０分c絵本の読み聞かせと
紹介e２・３歳児とその保護者d渡辺
和子氏、中林のり子氏
　☆おはなし会＝ae１７日・２４日・３１
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b滝山図書
館c絵本の読み聞かせと手遊びなど
　☆ありがとう滝山児童館さよなら式
典＝a１８日（日）午後２時～４時c館
内の自由見学。滝山児童館の思い出を
昔の先生たちと一緒に懐かしみますe

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

滝山児童館を利用したことのある地域
の方
　☆臨時閉館のお知らせ＝１８日（日）
は式典開催のため、午後の通常利用は
できません。２１日（祝）は地域センタ
ー保守点検のため、３１日（土）は子ど
もセンターあおぞらへの滝山児童館機
能の移転準備のため閉館します
 

　☆工作の日＝a３月１６日（金）午後
２時からと１７日（土）午後１時半から
cオリジナルフレーム作りe小・中学
生
　☆おはなし会＝a２０日（火）午後４
時からc素話、絵本の読み聞かせ、手
遊びe小・中学生
　☆環境整備の日＝a２３日（金）午後４
時からc大掃除をしますe小・中学生
　☆将棋大会＝a２８日（水）午後３時
からcトーナメント戦e小・中学生k
当日受け付け
　☆スカットボール教室＝a２９日（木）
午後１時半からe小・中学生f先着６０
人d丸実会k当日受け付け
 

　☆おはなしの日＝a３月２０日（火）

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

3
土金木水火月日

３３２１

１１００９８７６５４４

１１７７１６１５１４１３１２１１１１

２２４４２３２２２２１１２０１９１１８８

３３１１３０２９２８２７２６２２５５

4
土金木水火月日

７７６５４３２１１

１１４４１３１２１１１０９８８

２２１１２０１９１８１７１６１１５５

２２８８２７２６２５２４２３２２２２

３３００２２９９

～多摩北部都市広域行政圏協議会
主催、合同写真展実行委員会、清
瀬市教育委員会共催
　多摩六都圏（東久留米市、東村
山市、小平市、清瀬市、西東京市）
を中心とした近隣高校の写真部な

どによる合同写真展を開催します。
高校生の感性あふれる作品をご鑑
賞ください。
　a３月２１日（祝）～２５日（日）
の午前９時～午後５時（２１日は午
後２時から、２５日は３時まで）b
清瀬市郷土博物館２階ギャラリー
（清瀬市上清戸２－６－４１）g無
料l清瀬市生涯学習スポーツ課緯
４９５・７００１

４月１日（日）から
夕焼けチャイムの
放送時間が

午後４時２０分から
５時２０分に変わります

を開催します

第12回

　４月１日（日）に滝山児童館と旧
くぬぎ児童館の機能移転先として
「子どもセンターあおぞら」（前沢４
－２５－８、緯４７１・７０７１）が開館し
ます。同センターの名称は、市民の
皆さんから募集し、児童館利用者に
よる投票の結果、決定しました。利
用者の多種多様なニーズに応え、地
域の児童健全育成と子育て支援の拠
点としての施設です。管理・運営は、
民間活力を活用し、子どもセンター
あおぞらの指定管理者である「葉隠
勇進株式会社」が行います。多くの
方の来館をお待ちしています。
開設記念式典を開催します
　ac４月１日（日）午後１時から
が「開設記念式典」（一般の方は参加
できません）、２時半～５時が一般の
方向けの「館内自由見学」j通常利
用は２日（月）からl児童青少年課
緯４７０・７７３５
子どもセンターあおぞらの概要
　敷地面積＝２,０８４.８２㎡ ▼延床面積
＝５９７.２０㎡ ▼屋外広場面積＝４８０ ㎡
　【施設】木造平屋建て▼防音室（音
楽活動のスタジオ）▼遊戯室（ボル
ダリング用の壁、バスケットゴール、
ダンス用鏡）▼児童室（授乳室、床
暖房）▼ロビースペースに自販機飲
料コーナー▼砂場（小学生用と幼児
用に分かれています）▼遊戯室の入
口壁面にチラシやパンフレット配布

用の情報コーナー（子育てなどの情
報発信を行います）▼屋外ひろば（フ
ットサルのゴール、一輪車、外遊び）
子どもセンターあおぞらの特徴
　【開館時間】午前９時～午後９時
（日曜日、祝日は６時まで）、利用時
間は年代別などで異なります。休館
日は毎月末の館内整理日（月末日が
土曜・日曜日、祝日の場合は直前の
金曜日）と年末年始
　【防音室】防音室で音楽活動、ダン
スの練習ができます。▼利用までの
流れ＝①対象は中学・高校生年代②
登録（登録単位は個人）③スタジオ
講習会の受講（スタジオの利用時の
ルールや機材の取り扱いの説明な
ど）④予約。　※②と③は、５月から
受け付け開始。予約がない時間帯は、
自由に利用できます。
　【児童室】児童室を乳幼児中心の遊
び場として、他の利用者とのすみ分
けをします（授乳室、床暖房）
　【遊戯室】ボルダリング用の壁を設
置します
　☆ボルダリングの日＝a４月は９
回、５月～７月の夏休み期間前が毎
週１回、８月からが月１回以上。１
時間半程度e小学生k当日受け付け
　【屋外広場】フットサルや一輪車な
どの外遊びを楽しめます。中庭に砂
場を２つ設置します
　詳しくは同課へ。

～子どもたちの健やかな成長を願い～

子どもセンターあおぞらが開館します子どもセンターあおぞらが開館しま子どもセンターあおぞらが開館しますす
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多摩六都科学館からのお知らせ
①春の特別企画展
「たまろく水辺の案内所」
　多摩六都科学館がある北多摩地域に
は、意外とたくさんの川があります。
どんな川なのか、それぞれの川の歴史
や生き物を紹介しま
す。知るときっと行
ってみたくなります。
　a３月１７日（土）
～５月６日（日）の
午前９時半～午後５
時。　※ただし、３月
１９日（月）、４月９日
（月）～１２日（木）、１６日（月）～１９日
（木）、２３日（月）は休館、４月１３日（金）・
２０日（金）、２４日（火）～２７日（金）は
閉場。b多摩六都科学館イベントホー
ルg入館券５００円（４歳児～高校生は
２００円）k当日直接会場へl同館緯４６９・
６１００
②「春の落合川観察会」
　春の落合川には、どんな生き物がい
るのでしょうか。落合川の川辺を歩い
たり、網を使ったりして川の中の生き
物を見つけましょう。要事前申し込み。
　a４月１日（日）午後１時に東久留
米駅改札前集合、３時半に現地解散予
定（雨天中止）b落合川周辺e新小学
４年生以上の方f３０人（応募者多数の
場合は抽選し、当選者のみに参加券を
送付）d東久留米ほとけどじょうを守
る会の 豊  福  正  己 氏g５０円（保険代）k

とよ ふく まさ み

３月１９日（月）までに（必着）、はがき
にイベント名、開催日、参加希望者全
員の氏名（フリガナ）・年齢（学年）、
郵便番号、住所、電話番号を記入の上、
〒１８８－００１４、西東京市芝久保町５－
１０－６４、多摩六都科学館宛て郵送また
は同館ホームページ（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｔａ
ｍａｒｏｋｕｔｏ.ｏｒ.ｊｐ/）から申し込みをl
同館緯４６９・６１００
 

佐々総合病院　市民公開講座
　acd３月２４日（土）午後２時～３
時が「閉経後のいつのまにか骨折を予
防するために～婦人科医の立場から
～」、「子宮・卵巣の病気と治療～女性
に優しい腹腔鏡下手術とは～」、講師は
産婦人科医長の 勢  多 真理子氏。２８日

せ た

（水）午後３時～４時が「人間ドック
でわかること～知ってトクする検査項
目のおはなし～」、講師は内科健診セン
ター長の 須  甲 松信氏b佐々総合病院３

す こう

号館４階ホール（西東京市田無町４－
２４－１５）g無料i会場の収容人数に限
りがありますので、入場の人数を制限
する場合がありますk当日直接会場へ
l同病院広報室緯４６１・１５３５
「薬湯の日」をご利用ください
　東久留米市浴場組合では、毎月季節
に合わせた「薬湯の日」を設け、浴場
の利用促進を図っています。
　abc右表の通り。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j６
歳以下は無料l各利用施設

ガ イ ド

「ガイドマップ東久留米」を
改訂しました
　ガイドマップ東久留米は、年１
回改訂され、このたび新しくなり
ました。　新たに市内に転入した
方に無料で配布するほか、希望す
る方には、生活
文化課（市役所
２階）で頒布し
ています。
　c大きさ＝Ａ
１判（ジャバラ
折り３つ山＋２
つ折り）▼色＝カラー刷り▼その
他＝表面のイラストマップには市
内地域に点在する公園や緑地、ぶ
らりスポットや東久留米歳時記な
どが載っています。裏面は東久留
米全図のほか、東久留米駅発着の
バス路線やバス停も表示していま
すg１部１００円l秘書広報課広報
係緯４７０・７７０８

 

さいわい福祉センター
見えない・見えにくい人のための
「ホッとサロン」を開催します
　見えない・見えにくい人同士が自由
に情報交換をしたり、悩みを相談した
り、お茶を飲みながら気ままにおしゃ
べりを楽しんだり、何か楽しい企画を
したり…。さいわい福祉センターでは、
原則第４木曜日の午後に「ほっとでき
る場」の提供をしています。市内在住
で視覚に障害をお持ちの方とその関係
者であれば、どなたでも自由に参加で
きます。日ごろ考えている事などをお
茶を飲みながら話してみませんか。
　a原則毎月第４木曜日午後１時半～
３時半（同センターの行事などで日程
を変更する場合がありますので必ず予
約してください）b同センター２階会
議室g１回３００円（お茶代）。企画によ
り材料費などが掛かる場合ありk毎月
１０日までに電話で同センター担当・関
口・徳大寺緯４７７・２７１１へ（平日午前
９時～午後５時）
西部地域センターからのお知らせ
①いきいきのびのび「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。
　a４月７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中学英語ではずむ英会話
　中学校で習った英語で、ほとんどの
日常会話ができます。基本のコミュニ
ケーションスキルを学ぶと、外国人と
話したり、旅行をしたり、ボランティ
アをすることも楽しみになってきます。
今年こそ一歩踏み出して英会話にチャ
レンジしてみませんか。簡単な英語で、
とっさにあいさつや道案内などをする
こつを学ぶ初級者向けの講座です。
　a４月１７日・２４日のいずれも火曜日、

午前１０時～正午f先着３０人dウラウラ
イングリッシュ主宰の浦崎友恵氏g２
回で１,０００円
《①・②共通事項》b①が西部地域セ
ンターの３階多目的ホール、②が同セ
ンター第２・第３講習室k①が同セン
ター窓口で受け付け中、②が３月１５日
（木）午前９時から電話または直接同
センター緯４７１・７２１０へl同センター
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～
　有償の子育て助け合い活動です。利
用者、協力者合同の説明会を開催しま
す。「新学期から子どものお迎え時間に
間に合わない」など、子育て中の困り
ごとを地域の助け合いでサポートしま
す。サポートする協力者も募集中です。
空いた時間を地域の子育て応援隊とし
て活用しませんか。どちらもまずは説
明会にお越しください。
　ab３月１９日（月）が生涯学習セン
ター集会学習室５、４月３日（火）が
わくわく健康プラザ社協会議室。時間
はいずれも午前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（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
東久留米市シルバー人材センター 
会員を募集します
～あなたの知識・技能・経験を生かし
ませんか～
　「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は入会説明会
にお越しください。
　a３月２０日（火）午後１時半から２
時間程度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２,０００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

美容医療契約の一部がクーリン
グオフの対象に
Ｑ．美容外科クリニックでの契約も
クーリングオフできるようになった
と聞きました。どんな契約でも対象
になりますか。
Ａ．脱毛などの美容サービスにはエ
ステサロンなどで契約する場合と医
療機関で契約する場合があります。
エステサロンで契約した場合は、ク
ーリングオフ制度や中途解約義務な
ど、消費者を守るためのルールがあ
ります。一方、医療レーザー脱毛な
ど医師が行う美容医療サービスはこ
れまで法律の対象ではありませんで
した。医療機関での美容契約トラブ
ルについても毎年相談が寄せられる
ことから、一定の条件を満たす契約
については規制されることになりま
した。２９年１２月１日以降の契約が対
象です。
　具体的には脱毛、しみ・そばかす・
ほくろなどの除去、しわ取り、たる

み取り、脂肪の融解、歯のホワイト
ニングなどで、サービスが１カ月を
超え、金額が５万円を超えるものが
対象です。一度きりの施術が前提で
ある手術や脂肪吸引などは含まれて
いません。対象となる契約では迷惑
勧誘の禁止、概要書面と契約書面を
交付すること、８日間のクーリング
オフ制度、中途解約制度などが事業
者に義務付けられています。
　美容医療サービスを受けたいと思
ったときには、次のような点に気を
付けてください。
　①ホームページの広告だけをうの
みにせず、施術の効果や料金、リス
クなどの情報は自分で集めましょう。
　②医師から十分に説明を受け、検
討した上で、渡された書面には必ず
目を通しましょう。
　③断っているのに、その日に施術
するよう勧めたり、クレジット契約
を通すために年収や勤務先について
うその申告をするよう誘導するクリ
ニックとの契約はやめましょう。
《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

おわびと訂正
　広報２月１５日号６面「薬湯の日」
の第二喜多の湯の営業時間に誤り
がありました。正しくは「午後３
時～１０時」です。
　おわびして訂正いたします。

３０年度「薬湯の日」実施日
薬湯名実施日

ヨモギの湯４月１日（日)

 菖  蒲 湯
しょう ぶ

５月５日（祝)

 枇  杷 の葉湯
び わ

６月３日（日)

桃の葉湯７月１日（日)
ハッカ湯８月５日（日)
スギナの腰湯９月１７日（祝)
ラベンダー湯１０月７日（日)
柿の葉湯１１月４日（日)
ショウガの湯１２月２日（日)
ゆず湯１２月２２日（土)
南天の湯
※源の湯のみ実施。

３１年
１月６日（日)

行者の湯２月３日（日)

 紅  花 の湯
べに ばな

３月３日（日)
※日程を変更する場合があります。


