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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.　7.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。
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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７月１日現在＞　人口１１６,８７１人（うち外国人２,０３２人）／前月比４減
男５７,０８１人／前月比２０減　女５９,７９０人／前月比１６増　世帯数５４,０２２／前月比３２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の差
し控えにより、接種機会を逃している
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
　a７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e３０
年３月１日～２６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
　a７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１２月２７日～２９年１月２３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
２歳児歯科健診
　a８月１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
７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

３歳児健診
　a８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e２７
年６月１９日～７月１２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
脳の健康教室
　a祝日を除く８月６日～３１年２月２５
日の毎週月曜日、午前９時半からと１０
時４５分からの２クラス（こちらでクラ
ス分けをします）。いずれも約１時間b
中央町地区センター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２０人（初回の方、
おおむね毎回参加で
きる方を優先）g無
料h筆記用具、飲み物kl７月１８日
（水）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）へ
新たなステージに入ったがん検診
の総合支援事業
（乳がん・子宮 頸 がん）

けい

　国のがん対策推進基本計画の一つと
して開始された「新たなステージに入
ったがん検診の総合支援事業」（無料ク
ーポン券の配布事業）の案内を７月下
旬に対象者へ送付します。
　この事業は国の補助事業です。毎年、
市で行う「乳がん検診」は広報８月１
日号、「子宮頸がん検診」は広報９月１
日号に掲載予定です。
　e乳がん検診＝昭和５２年４月２日～
５３年４月１日生まれの方▼子宮頸がん
検診＝平成９年４月２日～平成１０年４
月１日生まれの方l健康課特定健診係
緯４７７・００１３

 

乳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＝a７月
１８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＝ac１９日（木）午
前１０時半～１１時半cリトミックe１歳
～４歳児
　☆ボルダリングの日＝a２０日、２７日
のいずれも金曜日、午後２時半～４時
cボルダリングをやってみようe小学
生j動きやすい服装でk当日受け付け
　☆小学生クッキング＝a２２日（日）
午前１１時～午後１時cサンドイッチを
作ろうe小学生f１５人hエプロン、三

あおぞら（ ）前沢４－２５－８
電話４７１・７０７１

角巾、ハンカチk受け付け中
 

第三小学校での児童館事業の開催
　中央児童館の大規模修繕工事に伴い
閉館中は第三小学校２階ポプラ教室で
事業を実施します。
　☆簡単工作、カレンダー工作＝a７
月１８日（水）午後２時半～４時５０分と
２１日（土）・２３日（月）～２８日（土）・
３０日（月）の午前９時～正午、午後１
時～４時５０分e小学生
　☆囲碁教室＝a１８日（水）午後３時か
らe小・中学生d東久留米市囲碁連盟
　☆おはなし会＝a２４日（火）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k
当日受け付け
　☆工作の日＝a２５日（水）・２６日（木）
のいずれも午後１時半からc革のブレ
スレット作り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

７月１６日（海の日）のごみ収集は
　７月１６日は月曜日の祝日ですが、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。
　７月１５日・２２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）
　７月１６日＝石橋クリニック（東本町８－９、☎４７７・５５６６）
　７月２９日＝福山内科クリニック（新川町１－９－２２、☎４７０・９１７７）
【歯科】
　７月１５日・１６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）
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）
　７月１５日・２２日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　７月１６日・２９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料金になります

おわびと訂正
　広報７月１日号８面、「シャキシャキ
介護予防教室」の申し込み開始日に誤
りがありました。正しくは「７月２日
（月）」です。おわびして訂正いたします。
　l介護福祉課地域ケア係☎４７０・
７７７７（内線２５０１～２５０３）へ。
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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。
　☆十小なかよし広場＝a７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」＝a７月２５日（水）午前１０時〜
１１時半c栄養士による離乳食の相談な
ど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。７月１７日（火）午前１０時か
ら受け付けk当日直接会場へ
 

　☆おはなし広場＝a７月２３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
　☆水遊び＝a７月２５日（水）〜８月
３１日（金）の午前１０時〜午後３時cテ
ラスで水遊びができますh着替え、タ
オル、水遊び用の紙パンツなどjおも
ちゃは同センターで用意しますk当日
直接会場へ
 

夏休み期間、スポーツセンターを
早朝開館します
　夏休みの約１カ月間、スポーツセン
ターは、午前６時から開館します。プ
ール・トレーニング室・卓球室などが
利用できます。また、団体利用も可能
ですので、問い合わせてください。
　▼実施期間　７月２３日（月）〜８月
１９日（日）▼開館時間　月曜〜金曜日
が午前６時〜午後１１時、土曜・日曜日、
祝日が午前６時〜午後９時半
　l同センター緯４７０・７９００
ボールで遊ぼう
知的障がい者向けフットサル教室
　a８月４日（土）午前１０時〜正午
（９時４５分から受け付け）bスポーツ
センターe愛の手帳をお持ちの方
g１００円（保険代など）h室内履き、飲
み物jニュースポーツデーのイベント
内で行います。運動ができる服装でk
７月１５日（日）〜８月３日（金）に、
同センター緯４７０・７９００へ（当日受け
付けも可）l生涯学習課緯４７０・７７８４
オリンピック・パラリンピック
機運醸成事業
元日本代表の川合俊一さんによる
女性のための「バレーボール教室」
～市主催、スポーツセンター主管
　a８月５日（日）午後１時〜４時b
スポーツセンターe市内在住・在学・
在勤の高校生以上の女性（定期的に練
習をしている方）f先着５０人g無料
kl電話または直接同センター緯

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

４７０・７９００へ
第32回ミックスダブルステニス大会
～市テニス連盟主催
　a８月１９日（日）（予備日は２６日）b
市内各テニスコートc種目はミックス
ダブルス１部・２部e市内在住・在勤・
在学・在テニススクールで高校生以上
の方g１ペア２,０００円iエントリー後
のメンバー変更や参加費の返金はでき
ませんj試合時間・会場などは、後日
郵送するドロー表でお知らせしますk
７月３１日（火）までに（必着）、郵便振
替（００１９０－２－６３２３６９、加入者名＝
東久留米市テニス連盟）で、通信欄に
郵便番号・住所・氏名・電話番号・参
加種目、市外の方は勤務先・学校名・
スクール名を記入の上、参加費を振り
込んでください。連盟役員への直接申
し込みも可l同連盟・佐々木緯４７３・
００７９（夜間）
ワンポイント＆ビデオレッスン
～スポーツセンター主催
　３０分間のマンツーマンレッスンで、
泳ぎのフォームを確認します。希望者
はビデオ撮影します。
　a土曜・日曜日を除く８月２２日（水）
〜３１日（金）bスポーツセンターe小
学生以上g１,０００円（施設利用料を含
む）k７月１６日（祝）午前９時から直
接同センターへl同センター緯４７０・
７９００
第29回ジュニアテニス大会
～市テニス連盟主催
　a８月２３日（木）午前８時半集合（予
備日は２４日）b小山テニスコートc種
目は男女シングルスe市内在住・在学・
在テニススクールの中学生g５００円（当
日集金）k８月８日（水）までに（必
着）、はがきに郵便番号・住所・氏名・
電話番号・学校名またはスクール名・
学年を記入の上、〒２０３－００３３、滝山
７－１１－４、佐々木道夫宛て郵送を。
連盟役員への直接申し込みも可l同連
盟・佐々木緯４７３・００７９（夜間）
第44回オープンミックスダブルス
卓球大会
～市卓球連盟主催
　a９月１日（土）午前９時半開始
（９時開場）bスポーツセンターc種
目は年齢別ミックスダブルス（女子ダ
ブルスも可）。２人の合計年齢で分けま
す。Ａ＝年齢制限なし、Ｂ＝１００歳以上、
Ｃ＝１２０歳以上、Ｄ＝１３０歳以上。　※参
加は１人１種目。年齢は４月１日の満
年齢です。f先着２００組g１組２,０００円
i参加費は返金しません。ただし、応
募者多数での締め切り後の場合のみ返
金しますj現行の日本卓球協会制定の
ルールを準用し、ニッタクプラスチッ
クボールを使用しますk７月１４日（土）
〜８月１０日（金）に（必着）、現金書留
または定額小為替で、参加費と住所・
氏名・年齢・生年月日・電話番号を記
入した用紙を、〒２０３－８７９９、東久留
米郵便局留、山田弘子宛て郵送をl同
連盟・木村緯４７４・８４４８または山田緯
４７３・１４５９

 

　☆ミニサッカーの日＝a７月１８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
　☆将棋大会＝a２５日（水）午後３時
半からe小学生以上k当日受け付け
　☆環境整備の日＝a２６日（木）午後
３時半からc児童館をきれいにしよう
e小学生以上
　☆中高生年代スポーツ大会＝a２７日
（金）午後５時半からk当日受け付け
　☆小学生スイーツクッキング＝a８
月４日（土）午後１時半
からcクレープを作ろう
e小学生f先着１５人hエ
プロン、三角巾、マスク
k７月２１日（土）午前１０時から受け付
け（電話不可）
 

　☆おはなしの日＝a７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
　☆卓球大会＝a２１日（土）午後３時
半〜４時半e小学３年生以上k受け付
け中
　☆手芸の日＝a２２日（日）午前１０時
〜午後３時半c紙バンドのミニかご作
りe小学生f先着３０人k当日受け付け
　☆中高生年代工作＝a２５日（水）午
後５時半からc革でコードホルダーを
作りますe中学・高校生年代f先着１０
人k当日受け付け

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

　☆ミニフットサル大会＝a２８日（土）
午後３時半〜４時半e小学４年生以上
k７月２１日（土）午後３時半から受け
付け
 

児童の居場所づくり
　市では、公共施設などを活用して地
域の子どもたちに健全な遊びを提供す
る「児童の居場所づくり事業」を実施
しています。
◎本村小学校（屋内）
　ace７月１７日（火）午後４時〜５
時半が「風船を使った運動遊び」、小学
生、５時〜７時が「バレーボールをし
よう!」、中学・高校生年代b体育館
◎小山台遺跡公園（屋外）
　a７月２１日（土）午前１０時〜正午c
「夏だ！楽しい水遊び（第１回目）」e
乳幼児〜小学生
◎青少年センター（屋内）
　ace７月２６日（木）午後１時半〜
４時半が「運動遊びコーナー」、乳幼児、
「運動のコツ教えます！（ボール遊び）」、
小学生。３時〜４時が「体育教室」、乳
幼児b体育館
《共通事項》g無料hタオル、水筒。
屋内は上履き、屋外は帽子i乳幼児は
保護者同伴。徒歩か自転車で来場を。
食べ物の持ち込みは原則禁止ですj内
容は変更する場合があります。動きや
すい服装で参加を。年齢に合わせた簡
単にできる工作や遊びも用意していま
すk当日現地で受け付けl児童青少年
課児童青少年係緯４７０・７７３５
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法務省の関連機関をかたる
架空請求はがきの相談が
増加しています
Ｑ．　「国民訴訟お客様管理センタ
ー」という所から「訴訟最終告知の
お知らせ」と書かれたはがきが届き
ました。覚えがないのですが、どう
すればよいですか。
Ａ．　最近また、はがきを利用した架
空請求の相談が増えています。
　差出人は「法務省管轄支局」の
「国民訴訟お客様管理センター」「国
民訴訟通達センター」などと記載さ
れていますが、法務省とは何も関係
がない団体です。
　文面は「契約不履行による民事訴
訟の訴状が出された」「裁判を開始す
る」と書かれ、「連絡なき場合、全面
的に原告の主張が認められ、預金や

不動産を強制的に差し押さえる」と
不安をあおります。一方で、本人か
らの連絡を促し、訴訟取り下げの相
談に乗るとして、最終期日や問い合
わせ電話番号などが書かれています。
　この種のはがきは詐欺の仕掛けで
す。受け取った人が勘違いや不安か
ら連絡してくるのを待っているので
す。書かれている電話番号に連絡す
ると、弁護士の紹介費用や訴訟取り
下げ費用と称して、金銭をだまし取
る口実が語られます。
　対処方法としては、はがきに書か
れている電話番号には絶対電話をし
ないようにしましょう。連絡せず放
置するのが一番です。誤って電話し
てしまった場合でも、それ以上の連
絡をしないようにしてください。判
断に迷ったり、不安に感じる場合は
警察や消費者センターにご相談くだ
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

 

　「今年の夏、多摩六都科学館が鉄道の駅になる
！？」多摩北部を走る西武鉄道、JR武蔵野線を中
心に、駅・車両・働く人々の秘密に迫ります。
鉄道がつなぐ街・人・暮らしや、過去・現在・
未来の駅のことを「たまろくステーション」で
一緒に考えてみましょう。

多摩六都科学館
〈鉄道展2018〉たまろくステーション
〜駅からみえる まち・ひと・技術〜

　a７月２１日（土）〜９月２日（日）の午前９
時半〜午後５時（８月は
午前９時半〜午後５時
半）b多摩六都科学館地
下１階イベントホール、
２階特設コーナー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



630.　7.　15

kl同センター緯４５１・２０２１へ
市民プラザ
ノーザンシックス・ビッグバンド
〜真夏の夜のラテン・ジャズライブ
2018〜
　a８月５日（日）午後６時開演（５時
半開場）b市役所１階屋内ひろばc出
演＝ノーザンシックス・ビッグバンド
▼主な曲目＝「インザムード」「タキシ
ードジャンクション」「エストレリー
タ」「マルタ島の砂」ほかf先着２００人
g１,０００円（飲み
物・おつまみ付
き）k市民プラ
ザ、西部・東部・
南部の各地域
センターで入
場券を頒布中（電話不可）l同プラザ
緯４７０・７８１３
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歌い
ます。脳トレゲームやお笑いトーク、
ストレッチ体操もあります。
　a８月１１日（祝）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
で受け付け中
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）
　a８月１２日、９月９日、１０月１４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、①６５歳以上の
方②知的・精神に障害がある方③前記
①と②の親族および関係者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）
　a７月２５日、８月２２日、９月２６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相談日の１
週間前までに予約
《共通事項》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）
第222回東京都都市計画審議会の
傍聴者を募集します
　a９月５日（水）午後１時半からb
都庁会議室f１５人（事前抽選）i個人
のプライバシーに関わる案件などがあ
る場合は、会議が一部非公開になるこ
とがありますj付議予定案件は都都市
整備局ホームページ（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｔｏｓ
ｈｉｓｅｉｂｉ.ｍｅｔｒｏ.ｔｏｋｙｏ.ｊｐ/ｋｅｉｋａｋｕ/ｓｈｉ
ｎｇｉｋａｉ/ｙｏｔｅｉ.ｈｔｍ）または都都市計画
課緯０３・５３８８・３２２５へ問い合わせてく
ださいk８月１５日（水）までに（消印
有効）、往復はがき（１人１通のみ有効）
に住所・氏名・電話番号を記入の上、
〒１６３－８００１、都都市整備局都市計画
課宛て郵送をl同課
30年度排水設備工事責任技術者
資格認定共通試験（案内） 
　a９月３０日（日）午前１０時〜正午b
青山学院大学・青山キャンパス９号館
（渋谷区渋谷４－４－２５）g受験手数
料＝６,０００円j受験申込書は７月２３日
（月）〜８月３１日（金）に、公共下水

道管理者の担当窓口（市役所５階施設
建設課下水道施設担当窓口⑦）で配布
k８月１日（水）〜３１日（金）に（消
印有効）、郵送により受け付けl同担当
緯４７０・７７５９
 

佐々総合病院　市民公開講座
　a７月１８日（水）午前１０時〜１１時b佐
々総合病院３号館４階ホールc「病院
のおくすりと最近のおくすり事情」d
薬剤科長の下舘桃子氏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
民事調停の利用相談会
〜話し合い DE もめごと解決〜

デ

　「調停」とは、裁判所の調停委員が間
に入って、話し合いにより紛争解決を
図る簡単で便利な方法です。土地建物、
近隣関係、借地借家、金銭問題、交通
事故などの「民事上のもめごと」を、
裁判所の調停委員（弁護士も含む）が
調停制度の手続き・利用方法について
相談に応じます。
　a７月２６日（木）午後１時半〜４時半
b市民プラザ会議室g無料k当日直接
会場へl武蔵野民事調停協会事務局オ
オノ・キド法律事務所緯０４２２・２６・８１７７
（月曜〜金曜日の午前１０時〜午後５時）
柳泉園組合
清掃工場夏休み子ども見学会
　a７月２６日（木）・２７日（金）のいず
れも午前１０時からb柳泉園組合管理棟
１階ロビー集合e児童とその保護者
（未就学児は保護者同伴）f各日先着
４０人g無料k電話で同組合総務課庶務
文書係緯４７０・１５４５、またはイベント名・
参加希望日・住所・氏名・年齢（学
年）・電話番号を記入の上、電子メール
（ｓｏｕｍｕｋａ＠ｒｙｕｓｅｎｅｎ.ｏｒ.ｊｐ）で送信
をl同係または同組合ホームページ
（ｈｔtｐ：//ｗｗｗ.ｒｙｕｓｅｎｅｎ.ｏｒ.ｊｐ/）

ガ イ ド

第47回市民剣道大会
～市剣道連盟主催
　a９月２３日（祝）午前９時半からb
スポーツセンターc種目＝①小・中学
生個人戦②一般（高校生以上）個人戦・
団体戦e市内在住・在勤・在学で小学
生以上の方g１人１,０００円k８月５日
（日）までに、参加種目・住所・氏名・
年齢・段級位、学生は学校名・学年、
在勤の方は勤務先を記入の上、ファク
ス（４７５・５９５６）で大会事務局・佐々
木宛て送信をl同事務局・佐々木緯
４７５・５９５６
 

図書館ですごす夏休み
〜たくさん本を読もう〜
　中央・滝山・ひばりが丘・東部の各
図書館で、夏休み期間中にお薦めの本
のリストと「夏休みポイントカード」
を配布します。たくさん読んで、おは
なし会に参加して、ポイントを集めま
しょう。楽しいイベントを用意して、
子どもたちの夏休みを応援します。
◎中央図書館緯４７５・４６４６
　通常の学習室のほか、相談のための
「子どもカウンター」、「マンガのへや」
を開設します。
　☆学習室＝a開館日の午前９時〜午
後７時c静かに学習する部屋j資料の
持ち込み可
　☆みんなのへや＝a開館日の午前９
時〜午後７時　※図書館事業開催時は
利用できません。jグループ学習可
　☆マンガのへやプラス＝a閉館日を
除く７月１８日（水）〜８月３０日（木）
の午前９時〜午後５時　※日曜・月曜
日の午前中は、おはなし会のため利用
できません。
　☆毎日おはなし会＝a閉館日を除く
７月２５日（水）〜８月３０日（木）の午
前１０時半〜１１時
おもしろいけどちょっぴりこわい
こわ〜いおはなし会
　楽しいお化けの紙芝居やパネルシア
ターを行います。親子でどうぞ。
　a８月５日（日）午前１０時半〜１１時
半b西部地域センター３階第２・第３
講習室e幼児〜小学校低学年（保護者
同伴可）i駐車場はありませんk当日
直接会場へl滝山図書館緯４７１・７２１６
夏休み情報活用講座
「百科事典をつかってみよう」
　インターネットや事典で、調べるこ
との基礎となる小学生向けの情報活用
講座です。百科事典を使ったことがあ
りますか。実際の「ワーク」を通して、さ
まざまな辞典の基本的な使い方を体験
します。保護者も一緒に参加できます。
　a８月１８日（土）午前１０時半〜午後
０時１０分b中央図書館みんなのへやe
小学３年生以上の児童f先着１５人d株
式会社ポプラ社図書館事業局書籍編集
部の斎木小太郎氏h筆記用具kl７
月１５日（日）から電話または直接中央
図書館緯４７５・４６４６へ
ティーンズ夏フェス2018
　夏休み期間中、中央図書館入口コー
ナーで「ティーンズ夏本１００＋」として、
１０代のための本を集め、展示します。
今年は、現役の中学・高校生が編集し
た小冊子『ぽけ☆ま』（創刊号）を配布
します。『ぽけ☆ま』編集に参加し、イ
ラストや文章を自由に書くことのでき
る「ぽけ部屋」を開設しますので、ぜ
ひお越しください。
　a７月２５日（水）、８月２２日（水）の

午前１０時半〜正午b中央図書館２階ボ
ランティアルームe中学・高校生k当
日直接会場へl中央図書館緯４７５・
４６４６
 

30年度中学校卒業程度認定試験を
実施します
　病気などやむを得ない事由により、
保護者が義務教育諸学校に就学させる
義務を猶予または免除された方などに
対し、中学校卒業程度の学力があるか
どうかを認定するための認定試験を文
部科学省が実施します。合格した方に
は高等学校の入学資格が与えられます。
　▼受験案内配布期間　９月７日（金）
まで▼受験案内などの配布場所　都教
育庁義務教育課小中学校担当（都庁第
一本庁舎４０階北側）l受験案内につい
ては同課緯０３・５３２０・６７５２▼願書受付
期間　８月２０日（月）〜９月７日（金）
（消印有効）▼願書受付場所　文部科
学省生涯学習政策局生涯学習推進課認
定試験第一・第二係（千代田区霞が関
３－２－２）l願書については同係 緯
０３・５２５３・４１１１▼試験期日　１０月２５日
（木）▼合格発表　１２月３日（月）（結
果通知発送予定）▼試験科目　国語・
社会・数学・理科・外国語（英語）▼
試験会場　東京都教職員研修センター
（文京区本郷１－３－３）
シルバー人材センター会員募集
　a７月１８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）c入会説明会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
社会保険労務士による無料相談会
　a７月２５日（水）午後１時半〜４時
b市役所１階屋内ひろばc相談内容＝
年金、社会保険（健康保険・雇用保険・
介護保険）、労働問題（賃金未払い・解
雇など）g無料k当日直接会場へl生
活文化課緯４７０・７７３８
2018平和祈念資料展
沖縄戦とひめゆり学徒隊のパネル展
　市では、平和祈念資料展として、ひ
めゆり平和祈念資料館からお借りした
「沖縄戦とひめゆり学徒隊のパネル」
と市が所蔵する資料「東久留米の戦争
の痕跡」を展示します。沖縄の地上戦
や戦場に動員された学徒たちと市の戦
跡を知ることで、平和について考える
機会になればと思います。今年は、学
校の夏休み中に開催します。学生をは
じめ多くの市民の皆さんの来場をお待
ちしています。
　a７月２６日（木）午前９時〜午後７時、
２７日（金）午前９時〜午後５時b市民
プラザホールg無料l総務課緯４７０・
７７１４
なんぶまなぶシリーズ
「大人のための音楽セラピー」
　美しい姿勢や正しい呼吸を学び、体
幹を鍛え、楽しみながらアンチエイジ
ングを目指します。
　いずれの日も内容は同じです。どち
らかの日にご参加ください。
　a７月３０日、８月２７日のいずれも月
曜日、午前１０時１５分〜１１時半b南部地
域センター２階講習室１f各日２０人d
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）

▲昨年の様子


