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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.　6.　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６月１日現在＞　人口１１６,８７５人（うち外国人２,０３６人）／前月比５増
男５７,１０１人／前月比２減　女５９,７７４人／前月比７増　世帯数５３,９９０／前月比６増

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を控
えていたことにより、接種機会を逃し
てしまった平成１９年４月１日以前に生
まれた方で、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。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歳児健診
　a６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e２７
年５月１０日～２９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
　a６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e３０
年２月４日～２８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
食事相談・健康相談
　働く世代の生活習慣病予防や、健康
について見直したい方の食事・健康相
談を実施しています。本人のほか、家
族からの相談もできます。
　a６月２９日（金）午後１時半～３時
４５分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（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
kl健康課保健サービス係緯４７７・
００２２へ
子ども相談
　a７月３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
　a７月４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e２８年
６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
脳の健康教室
　簡単な読み書き計算で、脳の健康維
持と認知症予防に取り組む教室です。
　a７月５日～１２月２７日の毎週木曜日、
午前１０時から１時間程度b野火止地区
センター２階第１・第２会議室cドリ
ルを使った簡単な読み書き、計算学習、
参加者同士の交流などe市内在住の６５
歳以上で１人で会場に通うことができ
る方f先着１０人（初回の方とおおむね
毎回参加できる方優先）g無料h筆記
用具、飲み物j８月から中央町地区セ
ンターでも開催します。詳細は広報７
月１５日号に掲載予定ですk６月１８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２５０１～
２５０３）l同係
産前産後プレケア
〜赤ちゃんとお母さんのために〜
　a７月１５日（日）午前１０時～１１時半
b南部地域センター１階集会室c「周
産期における母体の変化」「産前産後の
生活で心がけたいこと」「アーユルヴェ
ーダ、東洋医学の知恵を活かした産前
産後のプレケア体験」などd看護師・
保健師の実務経験者で産前産後ヨガ指
導者の鈴木ゆきこ氏g５００円（飲み物付
き）k同センターで受け付け中l同セ
ンター緯４５１・２０２１
７月のプレ・パパママクラス
　７月２１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＝
a１０日（火）午後０時半～４時

　◎プレ・ママクッキング＝a１８日
（水）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＝a２１日（土）午後０時半～４時
　◎妊婦歯科健診＝a２４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
飼い犬の狂犬病予防注射はお済み
ですか
市獣医師会加入の動物病院で飼い犬の
登録もできます
　生後９１日以上の飼い犬は、飼い始め
た日から３０日以内に登録し、年１回の
狂犬病予防注射を受けることが狂犬病
予防法で定められています。
　東久留米市獣医師会に加入している
右表の動物病院では、予防注射、注射
済票の交付、新規登録の手続きができ

ます。また、犬が死亡したときや、所
有者住所などの登録内容に変更がある
場合は、健康課予防係緯４７７・００３０へ
ご連絡ください。
　g注射済票交付５５０円▼注射済票再
交付３４０円▼新規登録３,０００円▼鑑札再
交付１,６００円j予防注射料金は各病院
へ問い合わせてくださいl同係

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
　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。

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。
　６月１７日・２４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】
　６月１７日・２４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）
　６月１７日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　６月２４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）
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土金木水火月日

２２１

９９８７６５４３３

１１６６１５１４１３１２１１１１００

２２３３２２２１２０１９１８１１７７

３３００２９２８２７２６２５２２４４

7
土金木水火月日
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２２８８２７２６２５２４２３２２２２

３１３０２２９９

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 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

▼予防注射、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

４７１・００３１中央町
４－８－１０

いそべ
動物病院

４５３・８１１１中央町
２－６－５０

かざま
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

４７１・６３０６中央町
１－３－１山村獣医科

４７７・３４４３八幡町
３－３－１２

くるめ
動物病院

４７５・５５６２下里
５－９－１５

どんぐり
動物病院
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　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」＝a６月２７日（水）午前１０時〜
１１時半c助産師による体重測定ほかe
７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。６月１８日（月）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＝a７月３
日（火）午前１０時〜正午e０歳児とそ
の保護者f２０組h縫い針、はさみj保
育はありませんk６月１８日（月）午前
１０時から受け付け
 

　☆おはなし広場＝a６月１８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
　☆一小・六小なかよし広場＝ab６
月１９日が第一小学校、２６日が第六小学
校、いずれも火曜日の午前１０時〜１１時
半cお子さんと遊びながら、育児の情
報交換をしましょう。育児相談も受け
ます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
 

スポーツセンター
一般開放中止のお知らせ
　７月１日（日）は貸し切り利用およ
び施設などの点検を行うため、終日、
スポーツセンター内の全施設の一般開
放を中止します。ご不便をお掛けしま
すが、ご理解とご協力をお願いします。
　l同センター緯４７０・７９００
夏季市民オープンバスケットボー
ル大会
～市バスケットボール連盟主催
　a７月２１日（土）、８月１２日（日）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（高校生は不可）で編成さ
れたチームg１チーム５,０００円（新規登
録チームは別途３,０００円）j抽選会は７
月７日（土）午後６時半からスポーツ
センター３階会議室でkl同連盟事
務局・貫井緯４７４・１１１１へ
第51回市民ソフトバレーボール大会
～市ソフトバレーボール連盟主催
　a７月２２日（日）bスポーツセンター
e市内在住・在勤・在学で中学生以上
の方i１チーム４〜８人で申し込んで
ください。審判は相互審判ですkl７
月６日（金）までに、同連盟ホームペ
ージまたは細川緯０９０・５５４０・３０６５へ

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

夏休み短期水泳教室
～スポーツセンター主催
　５日間の集中レッスンで効果的な泳
力向上を目指します。
　a①７月２３日（月）〜２７日（金）②７
月３０日（月）〜８月３日（金）③８月６
日（月）〜１０日（金）の時間はいずれも午
前８時〜９時bスポーツセンターe
５歳〜１２歳の方（同センターのスイミ
ング教室に通っている方は中級６級ま
で）f①〜③のいずれも先着３０人（応
募多数の場合は抽選）g３,２４０円と施設
利用料５日分（申込時に集金）i種目
などの希望は考慮できませんj同セン
ターの泳力判定により実施。教室参加
経験者は認定級を申込時にお知らせく
ださいk６月１５日（金）から直接同セ
ンターへl同センター緯４７０・７９００
 

都立霊園使用者の申込書を
配布します
　a配布期間＝６月２５日（月）〜７月
１７日（火）b配布場所＝①市民課（市
役所１階）、上の原・滝山・ひばりが丘
の各連絡所②都内市区役所・町村役場、
千葉県松戸市役所③都庁第一、第二本
庁舎１階・２階の案内コーナー④各都
立霊園および葬儀所⑤東京都公園協会
本社霊園課（新宿区歌舞伎町２－４４－
１、ハイジア１０階）j都立霊園公式サ
イト（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｔｏｋｙｏ-ｐａｒｋ.ｏｒ.ｊｐ
/ｒｅｉｅｎ/）からも申し込み可l配布場所
については市民課住民記録係緯４７０・
７８４４、募集については募集専用電話緯
０５７０・７８３・８０２または同協会霊園課緯
０３・３２３２・３１５１
多摩小平保健所
①都民の皆さん「野菜メニュー店」
に出掛けてみませんか
　１日に摂りたい野菜の目標量は３５０g
です。東京都保健所管内には、１食で
その約３分の１（１２０g）が食べられる
「野菜メニュー店」が約４２０店舗ありま
す。健康的な
食生活に欠か
せない野菜の
摂取量増加に
つなげるため、
同店舗をぜひ
ご利用ください。
②飲食店の皆さん「野菜メニュー
店」になりませんか
　「野菜メニュー店」を募集しています。
野菜を１２０g以上使ったメニューを提供
している店舗が対象です。皆さんの健
康づくりをサポートするためにぜひご
協力ください。
　《①・②共通事項》j詳細は多摩小平
保健所ホームページ（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｆ
ｕｋｕｓｈｉｈｏｋｅｎ.ｍｅｔｒｏ.ｔｏｋｙｏ.ｊｐ/ｔａｍａｋ
ｏｄａｉｒａ/ｅｉｙｏ/ｙａｓａｉｍｅｎｕ.ｈｔｍｌ）をご
覧くださいl多摩小平保健所生活環境
安全課保健栄養担当緯４５０・３１１１

 

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。
 

　☆わらべうたスマイル講座＝a６月
２０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j当日受け付け
　☆幼児のつどい＝ac２１日が「科学
あそび」、２８日が「シャボン玉あそび」、
いずれも木曜日の午前１０時半〜１１時半
e１歳〜４歳児
　☆夏のおはなし会＝ae２３日（土）
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、素話など
　☆パパサタ（お父さん向け行事）＝
a３０日（土）午前１０時〜正午c「プラ
レール」「カプラ」で遊びますe乳幼児
とその保護者j家族で参加できます。
動きやすい服装で
　☆じどうかんまつり＝a７月７日
（土）午後１時半〜３時半c「お店屋
さん」「ミニゲーム」「おばけ屋敷」な
どe４歳児〜小学生f先着１５０人j当
日は通常利用できませんk６月１６日
（土）午前９時から参加券（無料）を
配布（電話不可）
 

第三小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。
　a６月１６日（土）・２０日（水）・２７日（水）
の午後２時半〜４時５０分と２３日（土）・
３０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c簡単工作、カレンダー工作e小
学生
　☆囲碁教室＝a２０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＝ac２１日（木）が
「電車ごっこ遊び」、２８日（木）が「忍
者ごっこ」、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＝a２７日（水）午後２時
半からと３０日（土）午後１時半からc
「紙ねんどマスコット」e小学生k当
日受け付け
 

　☆おはなしの日＝a６月１９日（火）
午前１１時〜１１時２５分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
　☆赤ちゃん広場＝ac２０日（水）午
前１０時半〜１１時半が「親子でコミュニ
ケーションワークとティータイム」、０

あおぞら（ ）前沢４－２５－８
電話４７１・７０７１

（ ）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

歳児とその保護者、講師は炭田契恵子
氏、飲み物持参、当日直接会場へ。２７
日（水）午前１０時半〜１１時半が「ベビ
ーマッサージ」、０歳児とその保護者、
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、
６月２０日（水）午前９時から受け付け
（電話可）
　☆卓球大会＝a２０日（水）午後３時
半からe小学生k当日受け付け
　☆幼児のつどい＝ace２１日（木）
が「お誕生日会＆アスレチックごっこ」、
２歳〜４歳児。２８日（木）が「お誕生
日会＆牛乳パック工作」、１歳児。いず
れも木曜日の午前１０時半から
　☆中高生年代スポーツ大会＝a２２日
（金）午後５時半からe中学・高校生
年代k当日受け付け
 

　☆おはなしの日＝a６月２０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＝ace２１日（木）
午前１０時半〜１１時１０分が「運動遊び、
６月お誕生日会」、１歳児（うさぎ）。
２８日（木）午前１０時半〜１１時１５分が
「七夕工作、６月お誕生日会」、２歳〜
４歳児（あひる）
　☆親子体操＝a２５日（月）午前１０時
〜１１時c親子で身体を動かそうe１歳
〜４歳児f２０組d健康運動実践指導者
の戸田まゆみ氏h飲み物jひばり保育
園共催。動きやすい服装でk６月１８日
（月）午前１０時から受け付け（電話可）
　☆すくすく広場＝a７月４日（水）
午前１０時半〜１１時半c赤ちゃんとお母
さんの音のコミュニケーションワーク
e０歳児とその保護者f１０組d炭田契
恵子氏k６月２７日（水）午前１０時から
受け付け（電話可）
　☆ひばりまつり＝a７月８日（日）
午後１時２０分〜３時半cゲーム、工作、
食べ物、お化け屋敷、オープニングダ
ンスなどe小学生〜高校生年代f先着
２２０人j前日の午後と当日は通常利用
できませんk６月１７日（日）午後３時
半から参加券（１枚１００円）を頒布（電
話不可）
市立児童館ランチタイム
　市立児童館（閉館中の中央児童館を
除く）では、「ランチタイム」を実施し
ます。
　a日曜日、祝日を除く８月１日（水）
〜３０日（木）の正午〜午後１時　※け
やき児童館は４日・２５日を除く。e小・
中学生h保護者が用意した弁当・水筒・
手拭き用タオルj詳細は６月２３日（土）
から配布する「市立児童館ランチタイ
ムのご案内」をご覧
くださいk７月１日
（日）〜２１日（土）に、
「ランチタイムのご
案内（利用届）（ご利
用日程表）」に必要事項を記入の上、各
児童館へ直接持参してください

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り
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６月23日〜29日は男女共同参画週間です
〜走り出せ、性別のハードルを超えて、今〜
図書展示を開催します
　職場・学校・地域・家庭で、男性と女性がそ
れぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参
画社会」の実現に向けて、平成１１年６月２３日に
男女共同参画社会基本法が施行されました。以
降、毎年６月２３日〜２９日の１週間を「男女共同
参画週間」として、その目的や基本理念につい
て理解を深める機会としています。

　今年のキャッチフレーズは「走り出せ、性別
のハードルを超えて、今」です。同週間中、男女
平等推進センターでは、男女共同参画に関する
図書の展示を行います。
図書は貸出もできます。
　a展示期間＝６月２２日
（金）〜２９日（金）の午前
８時半〜午後５時b同セ
ンター（市役所２階）l
同センター緯４７２・００６１

▼

　

年
度
「
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画
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第５回　東部演芸館
～感動して、そしてまた感動して～
　東久留米市演奏家協会会員の皆さん
によるクラシックの演奏をお届けしま
す。
　a７月１５日（日）午後２時〜３時半
（１時半開場）b東部地域センター講
習室c第１部＝竹田悠一郎氏（ピアノ）
▼第２部＝生駒圭子氏（ソプラノ）、古
市尚子氏（メゾ・ソプラノ）、馬場眞二
氏（バリトン）、川辺千香子氏（ピアノ
伴奏）、竹田悠一郎氏（ピアノ伴奏）
f１００人g５００円k同センターで入場
券を頒布中（当日券あり）l同センタ
ー緯４７０・８０２０
 MYSTERY  

ミ ス テ リ ー

 NIGHT  
ナ イ ト

 TOUR 2018
ツ ア ー

稲川淳二の怪談ナイト
　「今年もアイツがやってくる…」。稲
川淳二氏が「本当にあった怖い話」や
「心霊写真」などをたっぷり披露します。
　a７月１６日（祝）午後４時半開演（４
時開場）b生涯学習センターf５００人
g前売り５,５００円、当日券６,０００円i未就
学児は入場不可j全席指定。インター
ネット販売ありkl電話または直接
同センター緯４７３・７８１１へ
第４回　学べる終活シリーズ
「これからの 断  捨  離 」

だん しゃ り

　全６回シリーズの第４回目。「終活」
と言っても具体的に何から始めればい
いのか、そもそも必要なのか分からな
い方のためにポイントを絞って「終活」
のプロが経験を基に丁寧に解説し、皆
さんの質問に答えます。
　a７月２０日（金）午後１時半〜３時
半b西部地域センター第２・第３講習
室f先着３０人dライフプランナーの桂
宗一郎氏g２００円k６月１５日（金）午前
９時から直接同センターへl同センタ
ー緯４７１・７２１０
第２回　終活セミナー
〜元気なうちに学びましょう！〜
　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２回は「身の回りの整理を
しましょう。元気なうちから整理整頓」
　a７月２１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k同プラザで受け付け中l同プラザ
緯４７０・７８１３
感動の再演　〜尺八とギター〜
　１月に開催し好評を頂いたコンサー
トの再演です。歌謡界の大御所有名歌
手のバックバンドとしても活躍中のメ
ンバーによる尺八とギターの演奏です。
　a７月２９日（日）午後２時〜４時
（１時半開場）b西部地域センター３
階多目的ホールc出演＝小池進とJJグ
ループ（ギター・ドラム・ベース）、素
川欣也氏（尺八）▼主な演奏曲＝「エ
リーゼのために」「アダージョ」「情熱
大陸」「少年時代」「さとうきび畑」他
f１５０人g１,０００円k６月１５日（金）か
ら入場券を市民プラザ、西部・東部・
南部の各地域センターで頒布l西部地
域センター緯４７１・７２１０
多摩六都科学館
①開館25周年プレイベント
東久留米市民感謝ウィーク
　東久留米市内在住・在学・在勤の方
は期間中の入館料が半額になります。
身分証を受付で提示してください。　
※プラネタリウム、大型映像は別料金。
　a７月３日（火）〜８日（日）の午
前９時半〜午後５時j７月８日（日）
は東久留米駅西口から無料シャトルバ
スを運行（午前８時４５分、１０時、１１時、

午後１時、２時１５分）
◎東久留米市特産市（市商工会協力）
　市の特産品販売、キッチンカーも登
場します。
　a７月８日（日）午前９時半〜午後
５時b同館l同館緯４６９・６１００
②全編生解説プラネタリウム
「小惑星ってどんな星？」
　小惑星には太陽系誕生時の情報や、
生命起源につながる証拠が存在してい
ると言われています。間もなく小惑星
リュウグウに到着する探査機はやぶさ
２の最新情報とともに、小惑星と太陽
系天体の秘密に迫ります。
　a７月２０日（金）までの水曜・土曜・
日曜日、祝日の午後１時１０分からと３
時５０分から（その他の平日は３時５０分
のみ）b同館サイエンスエッグf先着
２３４人g大人１,０００円、４歳児〜高校生
４００円j小学２年生以下は保護者同伴
k当日開館時から地下１階インフォメ
ーションで観覧券を販売l同館緯４６９・
６１００
 

佐々総合病院 市民公開講座
　acd６月１６日（土）午後２時〜３
時が「認知症に備えよう！〜正しい知
識と予防方法〜」、リハビリテーション
科。２３日（土）午前１０時半〜１１時半が「④
市民アカデミー：気をつけよう！ 誤  嚥 

ご えん

性肺炎 食物を飲み込む機能」、同病院
副院長で外科副部長の中西陽一氏b佐
々総合病院３号館４階ホール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
薬湯の日“桃の葉湯”
　ab７月１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j６
歳以下は無料l各利用施設

ガ イ ド

多摩・島しょ広域連携活動事業
なぎさ体験塾参加者募集
～東久留米市・東村山市・柏崎市交流事業
　夏の日本海で東村山市や新潟県柏崎
市の小学生と一緒に、海洋スポーツや
生物観察などさまざまな体験を通して
子どもたちの豊かな人間性や社会性を
育みます。ぜひご参加ください。
　この事業は、東京都市長会多摩・島
しょ広域連携活動（子ども体験塾）助
成事業です。
　a事前研修会＝８月５日（日）午前
１０時〜正午▼実施日＝８月１８日（土）
〜２０日（月）b事前研修会＝東村山市
市民センター（東村山市本町１－１－
１）▼宿泊先＝１泊目が新潟県立こど
も自然王国（新潟県柏崎市高柳町高尾
３０－３３）、２泊目が柏崎海洋センターシ
ーユース 雷  音 （新潟県柏崎市西港町１２

らい おん

－１１）cライフセービング、海洋スポ
ーツ、生物観察など（天候により変更
する場合あり）e市内在住の健康な小
学５・６年生で、事前研修を含め全日
程に参加できる児童f１５人（応募者多
数の場合は抽選）g１万５千円k６月
２９日（金）までに（必着）、往復はがき（１
人１枚）に住所・氏名（ふりがな）・学校
名・学年・性別・電話番号を記入の上（返
信用にも住所・氏名を書いて）、〒２０３－
８５５５、市役所生涯学習課宛て郵送を。７
月中旬までに全員に結果を通知します
l同課生涯学習係緯４７０・７７８４
多摩北部広域子ども体験塾
「空飛ぶたまろく調査団」
～東京都市長会多摩・島しょ広域連携
活動（子ども体験塾）助成事業
　飛行機や熱気球などで空を飛ぶこと
の仕組みを体験します。夏季は飛行機
整備工場や博物館の見学、紙飛行機ワ
ークショップを行い、秋季は熱気球乗
船体験や熱気球工作実験を行います。
　詳細は多摩六都科学館ホームページ
（https://www.tamarokuto.or.jp/）、ま
たは小・中学校に配布されるチラシを
ご覧ください。
　ac①飛行機整備工場と所沢航空
発祥記念館の見学が８月８日（水）・９
日（木）・１０日（金）・１２日（日）・１６日
（木）・１７日（金）のうちいずれか１日
を選択。時間はいずれの日も午前８時
半〜午後６時（予定）②紙飛行機ワー
クショップが９月１５日（土）・１６日（日）・
１７日（祝）のいずれも午前１０時〜正午
と午後１時半〜３時半のうちいずれか
１回を選択。　※秋季のプログラムは、
今回のプログラム参加後にお知らせし
ます。b①が羽田空港飛行機整備工場
と所沢航空発祥記念館、②が多摩六都
科学館e①と②の両方に参加できる東
久留米市、小平市、東村山市、清瀬市、
西東京市に在住・在学の小学１年〜中
学３年生f①の８月８日（水）・１７日
（金）が各日３０人程度、８月９日（木）・
１０日（金）・１２日（日）・１６日（木）が
各日６０人程度、②が各回５０人。いずれ
も応募者多数の場合は抽選g無料k６
月３０日（土）までに（必着）、チラシま
たは同館ホームページをご覧の上、申
し込みをl同館緯４６９・６１００
ベビーマッサージ教室
　少人数クラスで、丁寧な指導の初心
者向け講座です。
　a６月２５日（月）、７月９日（月）の
午前１０時〜１１時４５分b南部地域センタ
ー２階和室e生後２カ月〜１歳前後の
乳児とその母親、妊婦f先着６組
dRTA認定ベビーマッサージセラピ
ストの飯岡祐子氏g２,０００円（オイル代
を含む）kl同センター緯４５１・２０２１へ

特設行政相談所を開設します
　国・都・市などの行政機関、JRやNTT
などの公共性の高い法人、公的行政機
関から委任され補助金を受けている法
人などについて、苦情や意見・要望は
ありませんか。行政相談委員が相談に
応じます。同委員は、総務大臣から委
嘱された民間有識者です。気軽にご相
談ください。
　a６月２７日（水）午後１時半〜４時
b市役所１階屋内ひろばg無料j車で
の来場はご遠慮くださいk当日直接会
場へl生活文化課市民相談・施設係緯
４７０・７７３８
東久留米市ファミリー・サポート・
センター事業説明会
〜地域の子育て助け合い〜 
　有償の子育て助け合い活動の利用者
と協力者の合同説明会です。利用・協
力を希望する方はご参加ください。
　保育園・学童保育所の送迎、子ども
を預けて用事を済ませたい、リフレッ
シュしたいなど、子育て中の困り事を
地域の協力者がサポートします。
　協力者も随時募集中です。地域の子
育てお助け隊として活動しませんか。
　a①６月１９日（火）②７月６日（金）
のいずれも午前１０時から１時間半程度
b生涯学習センター集会学習室５h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社会福祉
協議会緯４７５・３２９４
チャレンジボランティア講座
　小学４年生以上の児童・生徒・学生
で、地域でボランティア活動をしてみ
たい方をサポートする講座です。ボラ
ンティアについて学び、希望者に高齢
者・障害者福祉施設、保育園、ボラン
ティア団体での活動を紹介します。
◎ボランティア受け入れ施設・団体プ
ログラム一覧　各施設や団体の受け入
れ日程や年齢制限など詳細をまとめた
プログラムを、社会福祉協議会、各地
区センター、ホームページで公開して
いますので、事前にご確認ください。
◎ボランティア講座　初めてボランテ
ィアをする方や、講座受講が必須の受
け入れ施設・団体での活動を希望する
方は、次のいずれか１日に必ず参加し
てください。
　a①７月１日②１５日のいずれも日曜
日、午前９時〜１０時g無料k当日直接
会場へ
◎活動の申し込み（前記講座参加者の
み受け付け）
　a①７月１日②１５日のいずれも日曜
日、午前１０時半〜１１時g３００円（ボラン
ティア保険代）
　《共通事項》b①がわくわく健康プラ
ザ２階社協会議室 、②が中央町地区セ
ンター第３・第４会議室
◎ボランティア活動　a８月１日（水）
〜３１日（金）　 ※最短で半日から選択
可。i受け入れ施設により年齢制限な
ど条件がありますkl同協議会ボラ
ンティアセンター緯４７５・０７３９または
同センターホームページ（ｈｔｔｐ：//ｗｗ
ｗ.ｈｉｇａｓｈｉｋｕｒｕｍｅ-ｓｈａｋｙｏ.ｏｒ.ｊｐ/）へ
 The  腹話術ショー

ザ

〜パペットと遊ぼう〜
～東京チャターズ協力
　パペット（人形）との掛け合いがと
ても楽しい腹話術ショーです。ピアノ
演奏とマジックショーもあります。
　a７月１５日（日）午後２時からb南
部地域センター２階講習室f１００人
g２００円k同センターで受け付け中l
同センター緯４５１・２０２１


