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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.　10.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

１０
土金木水火月日

６６５４３２１

１１３３１２１１１０９８８７７

２２００１９１８１７１６１５１１４４

２２７７２６２５２４２３２２２２１１

３１３０２９２２８８

１１
土金木水火月日

３３２１

１１００９８７６５４４

１１７７１６１５１４１３１２１１１１
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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１０月１日現在＞　人口１１６,７７９人（うち外国人２,０２７人）／前月比２減
男５７,０６１人／前月比３減　女５９,７１８人／前月比１増　世帯数５４,１１４／前月比３３増

高齢者に対する
インフルエンザ予防接種
　予防接種法に基づきインフルエンザ
予防接種（本人負担あり）を実施します。
接種は義務ではなく、本人が希望する
場合に限り行います。
　a医療機関の休診日を除く１０月１５日
（月）〜３１年１月３１日（木）。　※実施
期間は前記の通りですが、効果の面か
らは年内の接種をお勧めします。b実

施医療機関は下表参照。　※近隣市（小
平市・東村山市・清瀬市・西東京市）
に限り、協定により市内の医療機関と
同様に取り扱います（３１年１月３１日
〈木〉まで）。近隣市で接種を受ける際
は、東久留米市の予診票を必ず持参し
てください。予診票は、市内の実施医
療機関窓口のほか、市役所１階総合案
内、上の原・ひばりが丘・滝山の各連
絡所、健康課予防係（わくわく健康プ
ラザ内）で配布します。e市内在住で、
接種日に①６５歳以上の方②６０歳以上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

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

広告欄　内容については広告主にお問い合わせください

限される身体障害者手帳１級程度の障
害がある方、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
障害がある方（身体障害者手帳の写し
が必要）g２,５００円（１人１回のみ）。
接種の際、生活保護受給者は同受給証
明書の提出を、中国残留邦人等支援給
付受給者は同本人確認証を提示または
支援給付受給証明書を提出いただくと
無料になりますk実施医療機関に予約
の上、受診してください。接種の際は、
年齢・住所が確認できる健康保険証な
どを提示の上、実施医療機関で配布の
説明書を読んでから接種してください
l健康課予防係緯４７７・００３０
30年度成人用肺炎球菌定期予防接種
　対象者で接種を希望する方は、４月
に送付した通知の内容に沿って医療機
関へ予約をしてください。
　a３１年３月３１日（日）までb市内医
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２８年４
月２日〜２９年４月１日生まれ）、７０歳

（昭和２３年４月２日〜２４年４月１日生
まれ）、７５歳（昭和１８年４月２日〜１９年
４月１日生まれ）、８０歳（昭和１３年４月
２日〜１４年４月１日生まれ）、８５歳（昭
和８年４月２日〜９年４月１日生ま
れ）、９０歳（昭和３年４月２日〜昭和４
年４月１日生まれ）、９５歳（大正１２年４
月２日〜１３年４月１日生まれ）、１００歳
（大正７年４月２日〜８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級程度の障害がある方および
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級程度の障害がある方
（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
せくださいl同係

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。
　１０月２１日＝石橋クリニック（東本町８－９、☎４７７・５５６６）
　１０月２８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】
　１０月２１日・２８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）
　１０月２１日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　１０月２８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診療になります

高齢者インフルエンザ予防接種　市内の実施医療機関
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
４７３・２０４０金山町２－１９－８二木皮膚科医院
４７７・５８５６大門町１－１－２４武田クリニック
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
４７３・５５９６東本町５－１初谷整形外科クリニック
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
４７７・００７１新川町２－２－２２東久留米クリニック
４２１・２１２１学園町１－１４－３２高月内科クリニック
４２１・０９７３学園町２－１１－１４ひばりヶ丘診療所
４７２・８７０９本町１－１－１１清水胃腸科内科
４７１・５０５１本町１－３－６、２階東久留米駅前クリニック
４７９・１８００本町２－３－４たかはしクリニック
４７５・０６１０本町３－１－１東久留米Ｎ整形外科クリニック
４７６・４１００本町３－１－９古谷消化器科内科
４７１・２２９１本町３－３－２３富士見通り診療所
４２０・６５２７本町３－８－１９水野胃腸クリニック
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
４７０・７６７６幸町５－７－１さいわい町診療所
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
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
４６０・８５０２南沢５－１８－５０鈴木クリニック
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
４７０・９５１１前沢５－２４－２３島田整形外科
４６０・０５３１南町１－６－１１尾町内科クリニック
４７３・３３１１滝山４－１－１８滝山病院
４７０・０６２０滝山５－２２－１７石垣整形外科
４７３・１１１７滝山７－３－１７長生医院
４７２・８１８１滝山７－１５－１６飯田医院
４７９・７１７１下里２－８－２１胃腸科内科松本クリニック
４７３・７３５５下里７－６－２大波クリニック

（★）アルテミスウイメンズホスピタルは、女性のみ。

　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
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30.　10.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

１０
土金木水火月日

６６５４３２１

１１３３１２１１１０９８８７７

２２００１９１８１７１６１５１１４４

２２７７２６２５２４２３２２２２１１

３１３０２９２２８８

１１
土金木水火月日

３３２１

１１００９８７６５４４

１１７７１６１５１４１３１２１１１１

２２４４２２３３２２２１２０１９１１８８

３０２９２８２７２６２２５５

のいずれも午後２時半〜４時５０分、２７
日（土）午前９時〜正午と午後１時〜４
時５０分cくるくるこま、モンスターマ
スコット、１１月のカレンダーe小学生
　☆工作の日＝a１７日（水）・２０日（土）
の午後２時半からcパチパチスクイー
ズe小学生k当日受け付け
　☆囲碁教室＝a１７日（水）午後３時
からe小学生d東久留米市囲碁連盟
　☆幼児のつどい＝ac１８日（木）が
「遠足（六仙公園）」、午前１０時５０分現地
集合、午後０時１５分解散予定、雨天の
場合は「ミニシアター」、弁当・水筒・
おやつ・敷物持参、詳細は「遠足のお知
らせ」参照。２５日（木）午前１０時半〜１１時
半が中央第一学童保育所（第三小学校
北側隣接）で「ハロウィン遊び」e幼児
とその保護者jせんべい、ビスケット
などを配布しますので、アレルギーな
どが心配な方は問い合わせてください
 

　☆ぴよぴよママの会＝a１０月１７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。電話可）k
当日受け付け
　☆おはなしの日＝a１７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＝ace１８日（木）
午前１０時半〜１１時１５分が「小麦粉粘土
遊び、１０月生まれの誕生会」、２歳〜４
歳児（あひる）。２５日（木）午前１０時半
〜１１時１０分が「リズム遊び、１０月生ま
れの誕生会」、１歳児（うさぎ）
　☆中高生年代卓球大会＝a２７日（土）
午後５時半からe中学・高校生年代h
室内シューズk受け付け中
　☆ハロウィンの日＝a２８日（日）午
後３時半からcみんなでゲームをしま
すe小学生k当日受け付け
 

　☆赤ちゃん広場＝ac１０月１７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。２４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・水分補給（母乳可）持参、１０月１７
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
　☆ミニサッカーの日＝a１７日（水）
午後３時半からe小学生hインシュー
ズ、タオルk当日受け付け
　☆幼児のつどい＝ace１８日が東
久留米更生保護女性会による子育てミ
ニ集会「おり・かみしばい〜おり紙折
ったり遊んだり〜」、２歳〜４歳児、講
師は北島愛子氏。２５日が「ハロウィン
あそびと誕生日会」、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

（ ）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

　☆中高生年代スポーツ大会＝a２６日
（金）午後５時半からe中学・高校生
年代k当日受け付け
　☆けやき座人形公演＝a１１月１０日
（土）午前１１時〜正午（１０時４５分開場）
c「まんまるぱん」e乳幼児（保護者
同伴）〜高校生年代j公演中は他の部
屋で遊べませんk１０月２７日（土）午前
１０時から整理券（無料）を配布
 

 

　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・本村小なかよし広場＝
ab１０月１９日が第十小学校、１１月２日
が本村小学校、いずれも金曜日の午前
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」＝a１０月２４日（水）午前１０時〜
１１時半c助産師による体重測定他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。１０月１５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＝a１１月６
日（火）午前１０時〜１１時半e０歳児と
その保護者f２０組h刺しゅう針、布切
りはさみk１０月２２日（月）午前１０時か
ら同センターへ
 

　☆赤ちゃん広場＝a１１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を
解消しましょう。助産師による育児相
談もありますe０歳児とその保護者h
バスタオルk当日直接会場へ
 

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事業。利用者、
協力者合同の説明会です。保育園・学
童保育所の送迎、保護者の外出やリフ
レッシュ時の預かりなど「地域の子育
てお助け隊」として活動しませんか。
利用したい方もまずは説明会にご参加
ください。
　a１０月２９日（月）午後１時半からと
１１月８日（木）午前１０時からのいずれ
も１時間半程度bわくわく健康プラザ
社協会議室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同サポートセンター緯４７５・３２９４

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

食事・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。ご本人のほか、
家族からの相談もできます。
　a１０月２６日（金）午後１時半〜３時
４５分（１人３０分程度）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電話で健康課
保健サービス係緯４７７・００２２へ
特定健診、後期高齢者健診を
受けていない方へ
　主に生活習慣病（メタボリックシン
ドローム）予防のための健診を６月〜
１１月に実施しています。次の対象に該
当する方は、必ず健康課に申し込みの
上、１１月に市内の指定医療機関で受診
してください。なお、１０月特定健診対
象者（２月・３月生まれの方）への通
知は、９月下旬に発送済みです。
　eすでに市から受診券が送付された
が該当月に受診できなかった方▼３月
以降に新たに国民健康保険に加入した
４０歳〜７４歳の方および後期高齢者医療
被保険者で他市から転入した方kl
健康課特定健診係緯４７７・００１３へ
３歳児健診
　a１０月２５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９月１９日〜１０月１０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
１歳６カ月児健診
　a１１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e２９
年４月１２日〜３０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
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
子ども相談
　a１１月６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
１１月のプレ・パパママクラス
　１１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＝
a６日（火）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
 

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＝a１０月
１７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
　☆幼児のつどい＝ac１８日が「スタ
ンプ遊びと１０月のお誕生日会」、２５日が
「ハロウィン遊び」、いずれも木曜日の
午前１０時半〜１１時半e１歳〜４歳児
　☆０ちゃんタイム＝a１９日（金）午
前１１時〜１１時半c手遊びや読み聞かせ。
親と子の触れ合いタイムe０歳児とそ
の保護者
　☆ハンドメイドの日＝a２８日（日）
午後２時〜４時cいたずらおもちゃ作
りe小学生f先着３０人（午後２時で予
定人数に達した場合は抽選）k当日受
け付け
　☆ベビーマッサージ＝ac１１月９
日（金）午前１０時〜１０時４０分と１１時〜１１
時４０分e２カ月〜９カ月児とその保護
者f各回先着８組d鈴木あゆみ氏hバ
スタオルj動きやすい服装でk１０月２６
日（金）午前１０時から受け付け（電話可）
 

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
事業を行います。
　☆簡単工作、カレンダー工作＝a１０
月１７日（水）・２０日（土）・２４日（水）

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

市社会福祉協議会
◎弁護士無料法律相談（第２日曜日）
　a１１月１１日、１２月９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・関係者f各
日先着４件k前月１５日〜実施日前週の水曜日に
受け付け

◎成年後見無料専門相談（第４水曜日）
　a１０月２４日、１１月２８日、１２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）
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障害児・者ハロウィン
パレードを開催します
〜東久留米障害児・者ハロウィンパレ
ード実行委員会主催
　「障害児・者ハロウィンパレード」は、
市内の放課後等デイサービスに通って
いる障害のある子どもや卒業した青年
たちが、手作りの衣装を着て東久留米
の街をパレードするイベントです。
　地域の方々との触れ合いを通じ、障
害のある子どもや青年たちへの理解を
広げ、地域で生活していく土壌づくり
の一つとして行います。パレードルー
トで気軽に「ハッピーハロウィン！」
と声を掛けてください。ご協力とご声
援をお願いします。
　a１０月３１日（水）午後４時１５分〜４
時４５分bパレードルート＝市役所〜東
久留米駅西口間l同委員長・ 加  辺 緯

か べ

４７７・６４９２（NPO法人かるがも 花々会 ）
はなばなかい

クリスマスを彩る
リースとオーナメントを作ろう
　たくさんの素材を自由に組み合わせ
て、オリジナルのリースを作ります。
ツリーのオーナメントも一緒に飾って
クリスマスを楽しみましょう。
　a１１月１８日（日）午前１０時半から（１５
分前から受け付け）b生涯学習センタ
ー創作室e小学生以上の方（親子で参
加可。小学１年〜３年生は保護者同伴。
保護者１人に子ども１人）f先着１５人
d造形教室講師の 手  島 まゆ子g２,０００

て しま

円（材料費・消費税を含む）kl１０月
１５日（月）午前９時から電話または直接
同センター緯４７３・７８１１（第４月曜日を
除く平日の午前９時〜午後８時半）へ
多摩六都科学館
郷土史と科学から見る地域の防災
〜古くからある史跡や神社仏閣が災害
に遭いにくいのにはわけがある！？〜
　地域の地形と歴史を合わせて読み解
く「郷土史防災」の視点から、自分が
住む地域の安全について考えてみまし
ょう。講座編、フィールドワーク編の
連続講座です。
　a①講座編＝１１月３日（祝）午後１
時〜２時半②フィールドワーク＝１１月
２４日（土）午前１０時〜午後０時１５分
（少雨決行。雨天時は屋内で解説のみ）
b①が同館レクチャールーム②が東伏
見駅集合、約１時間徒歩で遺跡・史跡
を巡り（坂道あり）、西東京市柳沢公民
館解散e①・②のいずれも中学生以上
（同伴不可）f各４０人（①と②のいず
れも参加できる方を優先）d防災科学
技術研究所の増田 和順 氏g①が大人

かずより

５００円、中学・高校生２００円②が５０円
（保険代）j協力は西東京市教育委員
会、西東京市柳沢公民館、西東京レス
キューバードk①が１０月２２日（月）ま
で②が１１月１２日（月）までに（必着）、
はがきにイベント名・開催日・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（ｈｔｔｐｓ://ｗｗｗ.ｔａｍａｒｏｋｕ
ｔｏ.ｏｒ.ｊｐ/）から申し込みを。応募者多
数の場合は抽選し、当選者に参加券を
送付しますl同館緯４６９・６１００
 

国立精神・神経医療研究センター病院
市民公開講座
　a１０月２０日（土）午後１時半〜４時
半b同病院ユニバーサルホール（小平
市小川東町４－１－１）c「病気とう

ガ イ ド

まく付き合うために〜精神疾患・認知
症〜」d認知症看護認定看護師、精神
看護専門看護師g無料k当日直接会場
へl同病院看護部・岸、五十嵐緯０４２・
３４１・２７１１
福祉関連ドキュメンタリー映画
「サマーキャンプin焼津」
上映＆講演会
　デンマークと日本の障害を持つ人と
健常の人たちが、共に野外活動を過ご
し輝いた、焼津でのキャンプの様子を
撮影した映画です。上映後、監督のマ
ティアス・クロック氏の講演がありま
す。デンマークの学校「エグモントホ
イスコーレン」が実践している福祉の
在り方に学びます。
　a１０月２４日（水）午前１０時４０分〜１１
時４０分b自由学園記念講堂（学園町１
－８－１５）f先着３００人g１,０００円k当
日直接会場へl同学園広報本部緯４２８・
２１２２
佐々総合病院　市民公開講座
　a１０月２５日（木）午前１０時〜１１時b
佐々総合病院３号館４階ホールc心不
全の予防と治療d同病院循環器内科医
長の川田貴之氏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
相続税の基礎講習会
　相続税や遺言信託など一般的な相続
税の基礎について税理士が説明します。
　a１１月１６日（金）午前１０時〜正午b
東村山青色申告会（東村山市本町３－
８－１６）f先着５０人（要申し込み）h
筆記用具、電卓i車での来場はご遠慮
くださいkl同会緯０４２・３９４・４５２３へ
30年度駐車監視員資格者講習
　a講習日＝３１年１月２１日（月）・２２日
（火）▼考査日＝３１年１月２８日（月）b
東京ビッグサイト（江東区有明３－１１
－１）f５００人g２万円k警視庁ホーム
ページをご覧の上、１１月５日（月）〜
３０日（金）に申し込みをl警視庁駐車
対策課放置駐車対策センター企画運用
係緯０３・３５８１・４３２１（内線７８７０－５１２３）

南部地域センター
ブルースファミリーロビーコンサート
　ギターとピアノの演奏でブルースを
歌います。臨場感あふれるステージを
お楽しみください。
　a１０月２０日（土）午後１時半〜２時
b南部地域センター１階ロビーg無
料k当日直接会場へl同センター緯
４５１・２０２１
「第９回東久留米チャリティー手づ
くり小物市」の出店者を募集します
　毎回好評をいただいている手づくり
小物市は、今回で９回目を迎えます。
あなたの心を込めた手づくり作品を出
品してみませんか。
　a３１年３月９日（土）午前１０時半〜
午後３時半b市役所１階屋内ひろばf
募集数＝先着３４ブース（１店舗１ブー
ス）g出店料＝２,０００円k１０月２２日（月）
〜１１月１０日（土）に、チラシ（市民プ
ラザ、東部・南部・西部の各地域セン
ター、東久留米駅などで配布中）の裏
面の申込書に必要事項を記入の上、フ
ァクス（４７７・５３１０）または電子メー
ル（sa２８５７３@bc５.so-net.ne.jp）で、く
るねっとへlくるねっと・小島緯４７７・
５３１０または生活文化課緯４７０・７７３８
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、お笑
いトーク、ストレッチ体操もあります。
　a１１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k同センターで受け付け中l
同センター緯４７１・７２１０
第５回　学べる終活シリーズ
「もめないためのお金の対策を考える」
　全６回シリーズの第５回目。「終活」
と言っても具体的に何から始めればい
い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。
　a１１月１６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k１０月１５日（月）午前
９時から同センターで受け付けl西部
地域センター緯４７１・７２１０
男女共同参画情報誌「ときめき」
第61号を発行しました
　a発行日は９月２８日c▽特集＝「つ
ながるくらし〜地域コミュニティって
面白い〜」▽インタビュー＝市内在住
で十文字学園
女子大学教授、
着物研究家の
シーラ・クリフ
氏▽フィフテ
ィ・フィフティ
から＝図書・資
料コーナー紹
介、専門相談案
内ほかj配布
場所は市民プラザ、男女平等推進セン
ター（市役所２階）、市内公共施設など。
市ホームページからも閲覧できますl
生活文化課緯４７０・７７３８
男女平等推進センター事業
市民企画講座「自分らしく生きる
〜私が私であるために〜」
　「毎日がしんどい」「人と比べて落ち
込んでしまう」「何だかいつも不安」そ
んな生きづらさを感じているあなたへ。
　クレヨンという画材と出会い、自分
らしい生き方を発見した講師からお話
しを伺い、後半は実際にクレヨン画を
体験してみます。企画・運営はスター
ガーランド。
　a１１月１４日（水）午後３時〜５時b
市役所７階７０４会議室e生きづらさを
感じている女性（性自認が女性の方も
含む）f１５人（要申し込み）dアーテ
ィストの 岡  崎  妙  子 氏g無料jエプロン

おか ざき たえ こ

着用または汚れてもいい服装で
kl１０月１５日（月）から電話、電子メ
ール（ｆｉｆｔｙ2@ｃｉｔｙ.ｈｉｇａｓｈｉｋｕｒｕｍｅ.ｌｇ.
ｊｐ）または直接男女平等推進センター
緯４７２・００６１（市役所２階、土曜・日
曜日を除く午前９時〜午後５時）へ

大手事業者を名乗る詐欺に
ご注意を
Ｑ．大手家電量販店から電話があり、
「今あなたのクレジットカードを使
って買い物をしようとしている客が
いるが、カードは手元にありますか」
と聞かれた。そのクレジットカード
は作ってないので「カードは持って
いない」と答えるとすぐに電話は切
れたが、どういうことでしょうか。
Ａ．相談者がそのクレジットカード
を持っていないことから、怪しい電
話のように思われます。その家電量
販店に相談者のクレジットカードの
件で、従業員らしき人から相談者に
連絡があったが、そういう事実があ
ったかどうかを確認してもらったと
ころ、やはりありませんでした。
　恐らく、もしも相談者がそのカー
ドを持っていたならば、そのカード
を確認させてほしいなどと言って業
者を装った詐欺師が相談者宅を訪れ
ることになり、クレジットカードの
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暗証番号などを聞かれ、カードも預
かると言って持っていかれたことで
しょう。そしてカードを使って買い
物をされてしまったでしょう。
　幸い、今回は相談者がそのカード
を持っていなかったため大事には至
りませんでした。詐欺師は、相談者
がカードを持っていないと言った時
点で、「カモ」にするのを諦めたでし
ょうから、その後相談者への連絡は
もうないはずです。
　こうした大手事業者を名乗る詐欺
が最近増えています。大手事業者か
らの電話や電子メールなども、詐欺
の可能性があることを頭に入れてお
いた方がよい時代になりました。
　何かおかしいと思ったらすぐイン
ターネットで調べてみたり、消費者
センターに相談してみてください。
　新しい形の詐欺や架空請求などの
手口は、都消費生活センターホーム
ページ「東京くらしWEB」（https: 
//www.shouhiseikatu.metro.tokyo.j 
p/）でも紹介しています。
《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

↑男女共同参画情報誌
「ときめき」第６１号


