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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.　4.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

5
土金木水火月日
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【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４月１日現在＞　人口１１６,８６９人（うち外国人２,００６人）／前月比７１増
男５７,０８５人／前月比１３増　女５９,７８４人／前月比５８増　世帯数５３,８８３／前月比１７４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
　風しんの免疫を持たない女性が妊娠
中に風しんに 罹  患 すると、胎児が先天

り かん

性風しん症候群になる恐れがあります。
妊娠を予定している女性や将来的に妊
娠を希望する女性は、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ています。
　a３１年３月３１日（日）まで（医療機
関の休診日を除く）b下表の市内実施
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は下表の医療機関へ予約
の上、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、低抗体価だった方は予
防接種をご検討ください。健康課への
申し込みは不要です。②のみを希望す
る方は低抗体価（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、健康課（滝山４－３－１４、わく
わく健康プラザ内）へ持参してくださ
い。その後、下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（予防接種希望者のみ）g
①が無料。②が麻しん・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）。　※生活保護受給者などは無料で
接種できますが、受給証明書などの提

出が必要ですi左下表以外の医療機関
で接種した場合は、助成を受けられま
せん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）
　日本脳炎ワクチンの積極的勧奨の差
し控えにより、接種機会を逸している
場合があります。平成１９年４月１日以
前生まれで、２０歳未満の方は、定期接
種（公費負担）として受けることがで
きます。３０年度は次の方を対象に勧奨
を行っています。　
　e１４歳・１５歳（１５年４月２日〜１７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回接種することで予
防効果が高まります。３０年度は、次の
対象者へ個別通知を発送します。
　e第１期＝２９年４月１日〜３０年３月
３１日生まれの方▼第２期＝２４年４月２
日〜２５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ます
　《①・②共通事項》j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
３〜４カ月児健診、産婦健診
　a４月１９日（木）午後０時半〜１時
半bわくわく健康プラザe２９年１１月２０
日〜１２月２０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
献血にご協力ください
　a４月２３日（月）午前１０時〜１１時４０
分と午後１時〜４時b市民プラザホー
ル（市役所１階）h本人確認できるも
のl健康課予防係緯４７７・００３０
ＢＣＧ予防接種
　a４月２５日（水）午後１時半〜３時受
け付けbわくわく健康プラザe２９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５月２３日（水）でも
接種可k当日直接会場へl健康課予防
係緯４７７・００３０

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

4月30日（振替休日）のごみ収集は
　４月３０日は月曜日の休日ですが、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

「広報ひがしくるめ」のこの場所に
広告を掲載しませんか

　▼発行部数　約５万４,４００部（市内全
戸配布）▼掲載料　１枠（１号当たり）
４万円▼ご注意　広告デザインは広告
主で作成していただきます▼規格　縦
９８mm×横５６mm、カラー刷り▼掲載号　
８月を除く各月１５日号（１月は７日号）
　申し込みは、所定の申込書（秘書広
報課〈市役所４階〉で配布中）に必要
事項を記入の上、〒２０３－８５５５、市役
所秘書広報課宛て郵送、電子メール
（hishokoho@city.higashikurume.lg.jp）、
ファクス（４７０・７８０４）、または直接同
課へ持参してください。
　※申込書は市ホームページからも取
得できます。
　詳しくは同課☎４７０・７７０８へ。

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。
　４月１５日＝東久留米団地診療所（上の原１－４－１１－１０３、緯４７１・２６２８）
　４月２２日・２９日・３０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）
【歯科】
　４月１５日・２２日・２９日・３０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）
　４月１５日・２９日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　４月２２日・３０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）

必ず保険証をご持参ください
保険証がないと自費料金になります

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 30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
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
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
４７４・１１１２前沢４－７－１１すずのね内科・神経内科
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
４７３・７３５５下里７－６－２大波クリニック
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【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

30.　4.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

5
土金木水火月日

５５４４３３２１

１１２２１１１０９８７６６

１１９９１８１７１６１５１４１１３３

２２６６２５２４２３２２２１２２００

３１３０２９２８２２７７

4
土金木水火月日

７７６５４３２１１

１１４４１３１２１１１０９８８

２２１１２０１９１８１７１６１１５５

２２８８２７２６２５２４２３２２２２

３３００２２９９

多摩六都科学館
外来種って「ワルモノ」なの？
WWFの人に聞いてみよう
　川や田んぼなどの自然の中に、外来種と呼ば
れる生きものたちがいます。外来種が居て困る
という話はよく聞くけれど、本当に外来種は「ワ
ルモノ」なのでしょうか。
　a４月２９日（日）午前１０時半～１１時１５分と午
後２時～２時４５分b多摩六都科学館レクチャー
ルームf各回３０人d世界自然保護基金ジャパン

（WWFジャパン）
のスタッフg入館券
５００円、４歳児～高校
生は２００円j小学３
年生以下は保護者同
伴k当日開館時から
エントランスホール
で参加券を配布しま
すl同館緯４６９・６１００

午後３時からcオセロ大会e小学生k
当日受け付け
 

第三小学校での児童館事業の開催
　同館の大規模修繕工事に伴い閉館中
は第三小学校で事業を実施します。
　a４月１８日（水）・２５日（水）の午後
２時半～４時５０分と２１日（土）・２８日
（土）の午前９時～正午、午後１時～
４時５０分b第三小学校２階ポプラ教室
e小学生
　☆囲碁教室＝a１８日（水）午後３時
からe小学生d東久留米囲碁連盟
　☆幼児のつどい＝ac１９日「はじめ
まして」、２６日「こいのぼり作り」、い
ずれも木曜日の午前１０時半～１１時半b
中央第一学童保育所（第三小学校北側
隣接）　 ※中央児童館の大規模修繕工
事に伴い閉館中は同保育所で事業を実
施します。e幼児
　☆工作の日＝a２１日（土）午後１時
半からと２５日（水）午後２時半からc
ホイル絵e小学生k当日受け付け
 

　☆おはなしの日＝a４月１７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幼児dみくりおはなし
の会
　☆赤ちゃんひろば＝ac１８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、４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
　☆幼児のつどい＝ace１９日が「出
席カード作りと集団遊び」、２歳～４歳
児。２６日が「こいのぼり作りと４月生
まれのお誕生日会」、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＝a５月２
日（水）午前１０時～１０時半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１２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
k４月１８日（水）午前９時から受け付
け（電話可）
 

　☆おはなしの日＝a４月１８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＝ace１９日（木）
午前１０時半～１１時１０分が「こいのぼり
工作」、１歳児（うさぎ）、２６日（木）
午前１０時半～１１時１５分が「４月誕生会」、
２歳～４歳児（あひる）
　☆０ちゃんの絵本＝a２５日（水）午
前１１時からc０歳児向けの絵本の読み

（ ）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

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

聞かせや手遊びなどe０歳児とその保
護者k当日受け付け
　☆交通安全・防犯教育の日＝a２８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お話e同館利用
者k当日受け付け
　☆オセロ大会＝a５月４日（祝）午
後３時半からe小学生k４月２９日（祝）
午後３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。
　☆十小なかよし広場＝a４月２０日
（金）午前１０時～１１時半b第十小学校
cお子さんと遊びながら、育児の情報
交換。育児相談も受けますe乳幼児と
その保護者k当日直接会場へ徒歩か自
転車で来場を　
　☆わくわく赤ちゃん広場「はいはい
の会」＝a４月２５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。４月１６日（月）午前１０
時から同センターへk当日直接会場へ
　☆手作り布おもちゃの会＝a５月１
日（火）午前１０時～正午e乳児とその
保護者f２０人h縫い針、はさみj保育
はありませんk４月１６日（月）午前１０
時から同センターへ
 

　☆子育て講座「親子でヨガ」＝ae
５月１７日（木）午前１０時からが一人でお
座りできる～よちよち歩きができる乳
児とその保護者。１１時からがしっかり
歩ける月齢～２歳６カ月児とその保護
者b生涯学習センター和室c乳幼児親
子が一緒にできるヨガを楽しみましょ
うf各回先着１５組d渡辺直子氏k４月
１６日（月）午前１０時から同センターへ
 

英語でしゃべりくるめ
〜中学英語でどんどんはずむ英会話〜
　中学校で学んだ簡単な英語で、あい
さつや道案内などとっさに対応するこ
つを学ぶ初級者向きの２回連続講座で
す。基本のコミュニケーションスキル
を学ぶと、外国人と話すことや外国旅
行がもっと楽しくなります。英会話に
挑戦してみましょう。
　a５月５日・１２日のいずれも土曜日、
午後６時～８時b市民プラザホールf
先着４０人dウラウライングリッシュ主
宰で FIFA ワールドカップ通訳、

フィファ

 TESOL 取得の浦崎友恵氏g２回で
テソル

１,０００円j動きやすい服装でk同プラ
ザで受け付け中l同プラザ緯４７０・
７８１３

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

子ども相談
　a４月２５日（水）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
１歳６カ月児健診
　a４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９月２７日～１０月１９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１９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（月）午後０時半～４時
　◎プレママ・クッキング＝a１５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＝a１９日（土）午後０時半～４時
　◎妊婦歯科健診＝a２２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
食事相談・健康相談
　a５月８日（火）午前９時～１１時１５
分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
h健康診断の結果表、食事記録などj
保育ありkl健康課保健サービス係
緯４７７・００２２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。
 

　☆わんぱくワンダーランド＝a４月
１７日（火）・２４日（火）の午前１１時～１１
時半c触れ合い遊びなどe１歳児とそ
の保護者
　☆幼児のつどい＝ac１９日が「オリ
エンテーション、館内探検ツアー」、２６
日が「こいのぼり製作、４月のお誕生
日会」、いずれも木曜日の午前１０時半か
らe１歳～４歳児とその保護者
　☆ボルダリングの日＝a２０日（金）・
２１日（土）・２４日（火）・２５日（水）のい
ずれも午後２時半～４時cボルダリン
グ体験e小学生j動きやすい服装でk
当日受け付け
　☆じどうかんタイム＝a２３日（月）

あおぞら（ ）前沢４－２５－８
電話４７１・７０７１
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の被害もあります。高齢者は親切に
されると居心地が良くなって繰り返
し会場に足を運んでしまう傾向があ
ります。この商法では、消費者が興
奮した状態で商品の購入を決定する
ため、あとで品質・価格などについ
てトラブルになることがあります。
また、臨時の会場で販売するため業
者が所在不明となり、返品やアフタ
ーサービスなどが受けられないこと
もあります。この商法は８日間のク
ーリングオフ（契約の無条件解約）
が適用されます。　
　周りの人達が何か契約しているこ
とに気が付いて頭ごなしに注意する
と、隠れて会場に通ったり、高額商
品の契約を隠したりすることもある
ので、自尊心を傷つけないように被
害に気付かせることが大切です。無
料や格安といった言葉につられて、
安易に会場に行かないこと、また、
日ごろから必要かどうかよく考えて
不必要なものは買わないように心が
けることも大切です。
　困ったなと思ったら、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
●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

SF商法にご注意を
Ｑ．近くの空き店舗に高齢者が健康
講座のような催しで集まっています。
友人から日用品が安く買えるから行
こうと誘われていますが、行っても
大丈夫でしょうか。
Ａ．こうした商法は、１９６０年代に最
初に始めた業者（新製品普及会）の
頭文字からSF商法と呼ばれていま
す。
　主に高齢者を集め、無料や格安の
日用品を配り、会場の雰囲気を盛り
上げ、一種の催眠状態にして、消費
者が冷静な判断力を失った状態で高
額商品を契約させることから、催眠
商法とも呼ばれています。
　空き店舗などで商品を格安販売す
るなどした上、健康不安をあおるな
どして高額商品を売りつけるのが典
型的な手口です。「サクラ」を用意し、
雰囲気を盛り上げる業者もいます。
特定の高齢者に高価な商品を買わせ
る事例も多く、長期間にわたって大
量の商品を購入させる「次々販売」

◀
Ｗ
Ｗ
Ｆ
ロ
ゴ
マ
ー
ク
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会の宮崎賢哉氏g無料kl５月９日
（水）までに、同協議会緯４７５・０７３９へ
東京都多摩地域事業引継ぎ
支援センターが開設しました
　後継者不足などで事業存続に悩む事
業者を支援するため、経済産業省の委
託事業として、「東京都多摩地域事業引
継ぎ支援センター」が開設しました。
専門の職員がアドバイスやマッチング
支援などを行うほか、公認会計士・税
理士・弁護士や民間の支援機関とも連
携して引き継ぎ支援を行います。
　a祝日を除く月曜～金曜日の午前９
時～午後５時b立川商工会議所内（立
川市曙町２－３８－５、立川ビジネスセ
ンタービル１２階）l同支援センター緯
０４２・５９５・９５１０
都主税局からのお知らせ
◎中小企業者向け省エネ促進税制〜法
人事業税・個人事業税の減免〜
　都では、中小企業者が行う省エネ設
備などの取得を支援するため、法人事
業税、個人事業税を減免しています。
詳細は都主税局ホームページ（http:// 
www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/ka 
ngen-tokyo.html）をご覧ください。
　l中小企業者向け省エネ促進税制に
ついて　立川都税事務所事業税課法人
事業税班緯０４２・５２３・３１７４、同課個人
事業税班緯０４２・５２３・３１７３、都主税局
課税部（法人）緯０３・５３８８・２９６３、同
部（個人）緯０３・５３８８・２９６９▼地球温暖
化対策報告書制度・導入推奨機器につ
いて　クール・ネット東京緯０３・５９９０・
５０９１
◎便利な電子申告・電子納税などをご
利用ください
　法人事業税・地方法人特別税につい
て、 eLTAX （地方税ポータルシステム）

エルタックス

を利用した電子申告などの受け付けを
行っています。併せて、eLTAXを利用
した電子納税も行っています。
　l電子申告、電子申請・届出につい
て　立川都税事務所事業税課法人事業
税班緯０４２・５２３・３１７４▼電子納税につ
いて　同所徴収課徴収管理班緯０４２・
５２３・３１８１
◎インターネット公売（不動産、動産・
自動車）のお知らせ
　都主税局では、次の通りインターネ
ット公売（不動産、動産・自動車）を
実施します。
　公売参加申込期間　４月２６日（木）
午後１１時まで▼入札
期間（不動産）　 ５
月８日（火）午後１
時～１５日（火）午後
１時▼せり売り期間
（動産・自動車）　
５月８日（火）午後１時～１０日（木）
午後１１時
　詳細は都主税局ホームページ（http: 
//www.tax.metro.tokyo.jp/kobai/inde 
x.html）をご覧ください。
　l同局機動整理課公売班緯０３・５３８８・
２９８６
◎都税の納付には安心・便利な口座振
替をご利用ください
　個人事業税の口座振替は、預貯金口
座から納期の末日（納期限）に自動的
に納税できる制度です。開始月の前月
の１０日（土曜・日曜日、祝日に当たる
ときはその翌開庁日）までに申し込ん
でください。詳細は都主税局ホームペ
ージ（http://www.tax.metro.tokyo.jp/ 
common/tozei_nouzei.html#L4）をご
覧ください。
　l同局納税推進課緯０３・３２５２・０９５５

講演会「障害はあってもこの街で
暮らしたい」
〜清瀬・東久留米地区精神障害者家族
会「 蒼  空 会」主催

あお ぞら

　心の病があっても、多職種チームか
ら温かい訪問支援を受けて暮らせる街
を実現したいと願っています。
　a４月２１日（土）
午後１時半～３時
半b清瀬市児童セ
ンターころぽっく
るホール（清瀬市
中清戸３－２３５－
５）e精神障害者
の家族、精神保健
福祉に関わっている方などf先着２００
人dだるまさんクリニック院長の西村
秋生氏g無料k当日直接会場へl同会
緯４９３・０２１０
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）
　a５月１３日・６月１０日・７月８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６５歳以上の方や、
知的・精神に障害のある方、その親族・
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）
　a４月２５日・５月２３日・６月２７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各日先着２件k相談日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）

親子でリトミック＆
大人のための音楽セラピー
　「親子でリトミック」と「大人のため
の音楽セラピー」を同日開催します。
同一講師の下、世代間交流の場として
楽しむこともできます
　a５月１１日（金）午前１０時～１０時５０
分が親子リトミック、午前１１時１５分～
午後０時半が音楽セラピーb南部地
域センター２階講習室１cd国立音
楽大学出身者、音楽療法のパイオニア
などg各１,０００円（当日集金）f各２０人
kl南部地域センター緯４５１・２０２１
「たのしいうたごえ」
１周年記念特別企画
　１周年記念特別企画として「ブルー
ハワイアンズ」の皆さんをゲストに迎
えます。いつものアコーディオン伴奏
にハワイアンバンドも加えて、より賑
やかな歌声になるでしょう。
　a５月１２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、ブルーハ
ワイアンズg３００円k受け付け中l同
センター緯４７１・７２１０
第３回お金と暮らしの教養講座
「幸せな老後ライフのために」
　今回で３回目となる人気の講座です。
生活をしていく上で切っても切れない
お金の話。基礎知識から知っておきた
いポイントなどの最新情報を、元証券
会社勤務の講師が、分かりやすく丁寧
に解説します。今回のメインテーマは
「遺族年金」です。
　a５月１９日（土）午後１時半～３時
b西部地域センター第２・第３講習室
f先着３０人d１級ファイナンシャルプ
ランニング技能士の細貝泉氏g２００円
k４月１５日（日）午前９時から同セン
ターで受け付けl同センター緯４７１・
７２１０
終活セミナー
　突然やってくるその日のために、残
された家族の不安をできるだけ取り除
き、安心できるように、知りたい情報
をそれぞれのプロから学ぶ全６回の講
座です。第１回は「エンディングノー
トとは？なぜ書くの？」。
　a５月１９日（土）午前１０時～１１時半
b市民プラザ会議室f先着２４人g２００
円（飲み物付き）k同プラザで受け付
け中l同プラザ緯４７０・７８１３
ファミリーｅルール講座
　「インターネット・スマホ利用時トラ
ブル」「自画撮り・ＪＫビジネス被害と
その防止策」「フィルタリングの意義」、
デモンストレーションなど、ネット社
会の犯罪から青少年を守る知識を学び
ましょう。協力は東京都青少年・治安
対策本部総合対策部。
　a５月２０日（日）午後２時～３時b
南部地域センター講習室２e青少年を
持つ親世代の方f５０人g無料k同セン
ター緯４５１・２０２１で受け付け中（電話可）
細川千尋ピアノジャズライブ
　音楽業界で注目のジャズピアニスト
細川千尋氏によるピアノジャズライブ
です。ベースとドラムとの華麗なるセ
ッションをお楽しみください。一度聞
いたらとりこになる演奏です。
　a６月２３日（土）午後２時開演（１
時半開場）b生涯学習センターc出演
＝細川千尋氏（ピアノ）、鳥越啓介氏
（ベース）、石川智氏（ドラム）f５００
人g全席指定２,０００円i未就学児は入
場できませんkl４月
１４日（土）午前９時から
電話または直接同センタ
ー緯４７３・７８１１へ

くるくるチャンネル
「市民レポーター」を募集します
　東久留米の情報サイト「くるくるチ
ャンネル」では、地域の出来事、季節
の風景、同サイトに掲載のイベントに
参加した感想など、地域に関わる情報
を提供する「市民レポーター」を募集
しています。東久留米の魅力をあなた
の目線で市民の皆さんに発信してみま
せんか。任期は２年です。詳細はくる
くるチャンネルホームページ「市民レ
ポーター募集」（https://kuru-chan. 
com/apply-reporter/）をご覧ください。
　kl同チャンネル事務局緯４５７・
３０００または生活文化課緯４７０・７７３８へ
 

佐々総合病院　市民公開講座
「脳梗塞の予防について」
　a４月２７日（金）午前１０時～１１時b
佐々総合病院３号
館４階ホールd同
病院脳神経内科部
長の南里和紀氏g
無料i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
JA東京みらい
東久留米地区「春の農業まつり」
　東久留米市産の農産物の販売と模擬
店を行います。農業に関する相談員も
います。
　a４月２８日（土）午前９時～午後２
時（雨天決行）bJA
東京みらい東久留米
支店（幸町３－７－
２）i駐車場はあり
ませんl同支店指導
経済課緯４７５・００２２
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j６歳以下は無料l各利用施設
社会福祉協議会
30年７月正規職員募集
　c職種＝事務局業務全般（社会福祉
に関する相談援助および一般事務）▼
採用予定日＝７月１日（日）▼募集人
数＝１人k４月２７日（金）までに（必
着）、採用試験要項に記載の提出書類を
郵送または土曜・日曜日を除く午前９
時～午後５時に、直接同会事務局へl
同会ホームページ（http://www.higas 
hikurume-shakyo.or.jp）または同会総
務担当緯４７１・０２９４
災害ボランティアセンター
市民スタッフ養成講座
　a５月１６日・２３日・３０日のいずれも
水曜日、午後６時半～９時b市民プラ
ザホールe次の①～④のいずれかに該
当する心身ともに健康な２０歳以上で、
全日程に参加でき講座修了後、災害時
に被災者支援を目的に設置する「災害
ボランティアセンター」のスタッフと
して登録し、運営補助や広報活動を行
う意思のある方。①市内在住の個人②
市内に活動拠点のある市民活動団体
（自治会、自主防災組織を含む）③行
政職員、市内避難所の施設職員、学校
教員、福祉施設職員など④その他、市
社会福祉協議会会長が認める方f２０人
（団体推薦による参加者は１団体２人
まで。最少催行人数１０人）d市防災防
犯課、災害救援ボランティア推進委員

ガ イ ド


