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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.　11.　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１１月１日現在＞　人口１１６,８２４人（うち外国人２,０４７人）／前月比４５増
男５７,０６７人／前月比６増　女５９,７５７人／前月比３９増　世帯数５４,１６８／前月比５４増

中です。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・呼吸器のいずれか、または
ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機
能に身体障害者手帳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）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すると無料
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同係緯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

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

11月23日（勤労感謝の日）のごみ収集は
　１１月２３日は金曜日の祝日ですが、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。
　１１月１８日＝水野胃腸クリニック（本町３－８－１９、☎４２０・６５２７）
　１１月２３日＝石橋クリニック（東本町８－９、☎４７７・５５６６）
　１１月２５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】
　１１月１８日・２３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）
　１１月１８日・２５日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　１１月２３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）

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。

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３１年１月
３１日（木）まで。　※実施期間は前記の

通りですが、効果の面からは年内に接
種することをお勧めします。b下表の
実施医療機関。　※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
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で、医師から食事制限の指示がある方
は参加できませんf先着１２人（要介護
認定を受けていない方優先）g６２０円
（①の会食代。当日集金。釣り銭のな
いようにご用意を）kl１１月１９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）
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。
 

　☆幼児のつどい＝ac１１月１５日が
「お店屋さんごっこ」、２２日が「大根掘
り」（予備日は２９日）。いずれも木曜日
の午前１０時半〜１１時半e１歳〜４歳児
j大根掘りは児童館から徒歩約１０分の
畑で行いますk大根掘りは事前に申し
込みをl同館
　☆わらべうたスマイル講座＝a２１日
（水）午前１０時半〜１１時半c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
　☆パパサタ（お父さん向け行事）＝
a２４日（土）午前１０時〜正午cプラレ
ール、カプラで遊びます。幼児向けに
ボルダリングの開放ありe乳幼児とそ
の保護者j動きやすい服装で。家族で
参加可
　☆小学生クッキング＝a２５日（日）
午後１時〜３時cスイートポテトを作
ろうe小学生f１２人hエプロン、三角
巾、ハンカチk１１月１５日（木）午後４
時から受け付け
　☆大学生と学ぼう＝a１２月１日（土）
午後２時〜３時半c大学生からいろい
ろなことを教えてもらおうe小学生j
フードロス食品を提供します。アレル
ギーなどが心配な方は問い合わせてく
ださいk１１月１７日（土）午前１０時から
受け付け
 

　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。
　☆幼児のつどい＝ac１１月１５日が
「クリスマス工作」、２２日が「クリスマ
ス会練習①」、２９日が「クリスマス会練
習②」、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）e幼児
　☆アンコール工作、カレンダー作り
＝a２１日・２８日のいずれも水曜日午後
２時半〜４時５０分、２４日（土）午前９
時〜正午と午後１時〜４時５０分c人気
があった工作と１２月のカレンダーe
小学生j２４日の工作は午前中のみ
　☆囲碁教室＝a２１日（水）午後３時
からe小学生d東久留米市囲碁連盟
　☆ビーズ工作＝a２４日（土）午後１
時半からe小学生f先着４０人d丸実会
k当日受け付け

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

　☆クリスマスおたのしみ会＝a１２月
８日（土）午後２時半〜３時半cおは
なしくぬぎによるミニシアター、ゲー
ム大会などe４歳児〜中学生（幼児は
保護者同伴）f１２０人k１１月２１日（水）午
後２時半から受け付け。　※幼児と保
護者、中学生は１２月１日（土）のリニ
ューアル開館後から受け付けます
 

　☆幼児のつどい＝ace１１月１５日
が「クリスマス工作」、１歳児。２２日が
「クリスマス会練習＆１１月と１２月の誕
生日会」、２歳〜４歳児。２９日が「クリ
スマス会練習＆１１月と１２月の誕生日
会」、１歳児。いずれも木曜日の午前１０
時半からjクリスマス会は１２月６日
（木）に行います
　☆赤ちゃん広場＝ac１１月２１日（水）
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。２８日（水）
が「ベビーマッサージ」、定員は先着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、２１日（水）
午前９時から受け付け（電話可）。いず
れも午前１０時半〜１１時半e０歳児とそ
の保護者
　☆ドッジボールの日＝a２１日（水）
午後３時半からe小学生k当日受け付
け
　☆中高生世代スポーツ大会＝a２２日
（木）午後５時半からe中学・高校生
年代k当日受け付け
　☆将棋大会＝a２８日（水）午後３時
からe小学生k当日受け付け
　☆臨時休館のお知らせ＝２３日（祝）
は施設点検のため休館します
 

　☆幼児のつどい＝ace１１月１５日
（木）午前１０時半〜１１時１５分が「新聞
紙遊び」、２歳〜４歳児（あひる）。２２
日（木）午前１０時半〜１１時１０分が「新
聞紙遊びと１１月生まれの誕生日会」、１
歳児（うさぎ）。２９日（木）午前１０時半
〜１１時１０分が「クリスマス工作と１１月
生まれの誕生日会」、２歳〜４歳児（あ
ひる）
　☆おはなしの日＝a２１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
　☆ひばり食堂＝a２４日（土）午後５
時半〜６時半c木の葉丼（かまぼこ入
り玉子丼）e中学・高校生年代j事前
にアレルギーに関する確認をしますk
受け付け中
　☆わらべうたで子育て＝a２７日（火）
午前１０時半〜１１時半cわらべ歌や子育
ての話e０歳児とその保護者f１５組d
原悠子氏k１１月２０日（火）午前１０時か
ら受け付け（電話可）
　☆０ちゃんの絵本＝a２８日（水）午
前１１時からc絵本の読み聞かせや手遊
びなどe０歳児とその保護者k当日受
け付け

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
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１歳６カ月児健診
　a１１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e２９
年５月１日〜２０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歳児健診
　a１１月２９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１１月３日〜２７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
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。
　a１１月３０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
子ども相談
　a１２月４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
　a１２月５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
１１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
若さを保つ！元気食教室
　普段の食生活を振り返ってみません
か。いつも同じ献立だったり、１日２
食になったりしていませんか。たくさ
んより「満遍なく」食べることが、元
気で長生きできる秘訣です。元気の出
る食べ方のこつを栄養士が分かりやす
くお伝えします。
　a全２回（２日間参加できる方に限
ります）。①１２月１１日（火）午前１０時〜
午後０時半（会食あり）②１８日（火）
午前１０時〜正午b市民プラザ会議室２
c老化予防の食事や簡単で栄養のある
料理方法の講義（調理実習はありませ
ん）、会食を通した参加者との交流など
e市内在住の６５歳以上で老化予防の食
事について学びたい方。「１日２回の食
事」「肉・卵・牛乳などをほとんど食べ
ない」などの食生活で、疲れやすい方。
体重が減ってきている方など。なお、
糖尿病・脂質異常症・高尿酸血症など

「保険が使える」と誘う
住宅修理工事に注意
Ｑ．台風の後、突然訪問してきた業
者に屋根の点検を依頼したところ
「瓦と雨どいが壊れている。火災保
険を使って無料で修理できる。申請
も手伝う」と誘われ契約しました。
保険金が出ましたが、施工は他の業
者に頼みたいと申し出たところ、違
約金として保険金の３０％を請求さ
れました。契約時に違約金の話は聞
いていません。
Ａ．台風や大雪の後、このような勧
誘を受けたという相談が増えます。
火災保険は損害保険会社や共済組合
などの募集に応じ個人で加入するも
のです。補償内容は契約により異な
りますが、火事や雷による被害だけ
でなく、台風や大雪、ひょう、竜巻
などの自然災害による被害も補償さ
れる商品が多く、これに着目した営
業活動と思われます。
　よくある相談事例としては、「自己
負担ゼロで修理できると誘われ契約
したが、解約しようとしたら高額な
違約金を請求された」「契約書面を渡

されていない」「工事着工前に全額払
うよう請求された」「工事がずさんだ
った」「必要のない工事をされた」「価
格に見合った工事だったか疑問だ」
などが挙げられます。
　中には老朽化が原因にもかかわら
ず、「自然災害で損傷した」と虚偽の
申請を勧める悪質なケースもありま
す。老朽化による損害は補償の対象
外です。理由を偽って保険金を請求
すると詐欺に問われる可能性もあり
ます。
　こうした勧誘を受けても不要な工
事はきっぱりと断りましょう。被害
が生じたときにはまず契約している
保険会社や共済組合に補償対象にな
るか自分で問い合わせましょう。工
事が必要なときは、適正な価格を知
るため、信頼できる複数の事業者か
ら見積もりを取りましょう。
　事例のケースでは、屋根の調査費
と書類作成費として２万円を支払う
ことで合意解約しました。
　訪問販売で契約した場合は、書面
を受け取ってから８日以内であれば
クーリングオフできます。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

男女平等推進センター　市民企画講座
夢を描いて、夢を叶える
〜ハッピィシニアライフ〜
　人生１００年時代、これからのなりたい自分の設計
図を作成します。イメージする写真や切り抜き、
言葉を使って新たに活躍するヒントを探ります。
「これからの自分の時間を有意義なものにした
い」「今までやってきたことで、何かできないか」と
考えている方のための講座です。企画運営はエン

ディング・ライフ。
　a１２月１５日（土）午前１０時半〜午後０時半b市
役所７階７０４会議室e５０歳以上の方f２０人dドリ
ームマップ講師のゴーシュ直子氏g無料kl１１
月１５日（木）から電話、電子メール（ｆｉｆｔｙ2@ｃｉｔ
ｙ.ｈｉｇａｓｈｉｋｕｒｕｍｅ.ｌｇ.ｊｐ）または午前９時〜午後５
時に直接男女平等推進センター緯４７２・００６１（市
役所２階）へ
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　a１２月１日（土）午後２時〜４時b
市役所１階屋内ひろばeくるくるチャ
ンネルに登録している団体の方g１団
体５００円（１団体２人まで）l同チャン
ネル事務局緯４５７・３０００、電子メール
（ｋｕｒｕ-ｃｈａｎ@ｊｃｏｍ.ｚａｑ.ｎｅ.ｊｐ）また
は市生活文化課緯４７０・７７３８
第３回消費者講座
「食品と栄養の移動教室」
　a１２月５日（水）午前１０時〜午後２
時b生涯学習センター料理室c献立＝
「きのこの和風スパゲッティ」「ポーク
ソテーのきのこソースかけ」「具だくさ
んサラダ」「フルーツカップケーキ」
f２０人d一般社団法人栄養改善普及会
の在塚茂登子氏g５００円hエプロン、三
角巾、布巾、台布巾、筆記用具j２歳
〜未就学児の保育あり。定員２人。早
めに予約をkl１１月１６日（金）午前９
時から生活文化課緯４７０・７７３８へ
第５回終活セミナー
　abf１２月１４日（金）が西部地域セ
ンター第２・第３講習室、先着５４人。
２０日（木）が東部地域センター会議室、
先着４８人。いずれも午前１０時〜１１時半。
内容はいずれの会場も同じですc「健
康を保つための活動とは　忍び寄る廃
用症候群を予防しよう」d武蔵野徳洲
会病院リハビリテーション科の理学療
法士g２００円k１１月１５日（木）午前９時
から西部・東部各地域センターで受け
付けl西部地域センター緯４７１・７２１０、
東部地域センター緯４７０・８０２０
クリスマスコンサート
キングストーンズライブ
　４月に開催したライブの再演です。
「ザ・キングトーンズ」の後継グルー
プ「キングストーンズ」が登場します。
オールディーズの名曲を生バンドの演
奏でお楽しみください。
　a１２月２２日（土）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＝キングストーンズ、
小池進とJJグループ▼演奏曲＝「グッ
ドナイトベイビー」「愛さずにはいられ
ない」「ライオンは寝ている」他f１５０
人g１,８００円j全席自由席k１１月１５日
（木）から入場券を西部・東部・南部の
各地域センター、市民プラザで頒布l
西部地域センター緯４７１・７２１０
クリスマス
トワイライトコンサート2018
　a１２月２３日（祝）午後４時半から
（４時開場）b市役所１階屋内ひろば
c出演＝ジョリーウェスト・ジャズオ
ーケストラ▼演奏曲＝「シングシング
シング」「波路はるかに」「オーパス・
ワン」「想い出のサンフランシスコ」他
f先着２００人g１,０００円（ワンドリンク・
おつまみ付き）j全席自由席k１１月１５
日（木）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（電
話予約不可）l市民プラザ緯４７０・７８１３
 

佐々総合病院　市民公開講座
　a１２月１日（土）午後２時〜３時半
b佐々総合病院３号館４階ホールc
「体力測定で健康チェックしませんか
？〜健康増進と介護予防に向けて〜」
f先着６０人d同病院リハビリテーショ
ン科の理学療法士g無料j動きやすい
服装でk当日直接会場へl同病院広報
室緯４６１・１５３５
１２月歳末たすけあい運動
歳末たすけあい・地域福祉活動募金
　寄せられた募金は、市内の福祉課題

ガ イ ド

に取り組む事業や、支援を必要とする
世帯への見舞金に使われます。
　a運動期間＝１２月１日（土）〜３１日
（月）c募金方法　▼自治会へ＝回覧
募金、自治会費などからの一括募金▼
街頭募金＝１２月１日・８日、いずれも
土曜日の午後２時から東久留米駅、イ
トーヨーカドー東久留米店、イオン東
久留米店などで実施▼募金箱＝公共施
設や金融機関窓口に設置しますj街頭
で募金活動に関わっていいただける方
を募集していますl市社会福祉協議会
総務担当緯４７１・０２９４
精神障害者保健福祉手帳をお持ち
の方へ歳末見舞金を贈ります
　a受付期間　１２月１日（土）〜７日
（金）の午前９時〜午後４時b受付窓口
　市社会福祉協議会事務局（土曜・日
曜日を除く）、中央町地区センター（火
曜日を除く）h精神障害者保健福祉手
帳、振込先の金融機関が分かるもの（通
帳など）i生活保護受給世帯は対象外
ですj家族など代理人による申請も可
l同協議会地域福祉担当緯４７５・０７３９
薬湯の日“ショウガの湯”
　ab１２月２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
11月は労働保険適用促進強化月間
　労働保険（労災保険・雇用保険）は、
労働者が業務中や通勤途上に事故に遭
った場合に必要な保険給付を行い、ま
た労働者が失業した場合の失業手当な
どの給付や再就職を促進する事業を行
うための保険制度です。労働保険は、
労働者を一人でも雇用する事業主に加
入が義務付けられています。まだ加入
手続きが済んでいない事業主は、早急
に手続きを行ってください。
　l労災保険についてが三鷹労働基準
監督署労災課緯０４２２・６７・３４２２、雇用
保険についてがハローワーク三鷹雇用
保険適用課緯０４２２・４７・８６２３

 

 

　☆わくわく赤ちゃん広場「はいはい
の会」＝a１１月２８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。１１月１９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＝a１２月４
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k１１月１９日（月）午前１０時か
ら受け付け
 

　☆おはなし広場＝a１１月１９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＝a１１月
２０日が第一小学校、２７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
 

第６回語ろう！東久留米
「南沢の農業と畜産」
　「語ろう！東久留米」は、市の歴史や
文化について市民の皆さんに体験を語
っていただく事業です。今回のテーマ
は、「南沢の農業と畜産」です。南沢地
域に長くお住まいの方が登壇し、同地
域の農家の暮らしや 花  卉 農家の様子、

か き

市内の畜産について語っていただきま
す。
　a１２月１日（土）午後２時〜４時b
中央図書館１階みんなのへやd海老沢
喜美枝氏、篠宮健一氏、篠宮正明氏g
無料l同館緯４７５・４６４６
 

市民体力テスト
～スポーツ推進委員会
　健康づくりや体力づくりの目安に
「体力テスト」を受けてみませんか。
体力年齢が分かります。スポーツ推進
委員が丁寧に運動指導します。
　a１２月８日（土）午後１時半から
（１時から受け付け）bスポーツセン
ターc２０歳〜６４歳が握力、上体起こし、
長座体前屈、反復横跳び、立ち幅跳び、
２０ｍシャトルラン。６５歳〜７９歳が握力、
上体起こし、長座体前屈、開眼片足立ち、
１０ｍ障害物歩行、６分歩行e市内在住・
在学・在勤の２０歳〜７９歳で運動制限を
受けていない方h室内用運動靴、タオ
ル、飲み物j運動のできる服装で
kl１２月６日（木）までに同センター
緯４７０・７９００へ
ジュニア育成地域推進事業
ジュニアソフトテニス中級者教室
　a１２月８日（土）午前８時開場〜午
後４時（８時半から受け付け、予備日
は１５日）b市立テニスコートe市内在
住・在学の小学５年〜中学生で大会参
加経験者f１００人（小学生１０人、中学生
９０人）g無料hテニスシューズ、ラケ

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

ット、タオル、弁当、飲み物k１１月２８
日（水）までに（必着）、往復はがきに
教室名・住所・氏名・性別・電話番号・
学校名・学年を記入の上（返信用にも
住所・氏名を書いて）、〒２０３－００１１、
大門町２－１４－３７、スポーツセンター
内、体育協会宛て郵送、またはファク
ス（４７０・４６００）で送信をl同協会事
務局緯４７０・２７２２
ボールで遊ぼう
知的障がい者向けフットサル教室
　a１２月８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
k１１月１５日（木）〜１２月７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
１５th  annivers 市民つなひき大会

ア ニ バ ー サ リ ー

　世代を超えて、誰でも気軽に参加で
きるスポーツです。観覧もできます。
手作りプラカードの審査も行い、工夫
を凝らした作品が披露されます。
　a３１年１月２６日（土）午前９時開会
（８時半から受け付け）bスポーツセ
ンターc部門＝①未就学児（３歳以
上）の部②小学１・２年生の部③小学
３・４年生の部④小学５・６年生の部
⑤中学生の部⑥一般男子の部⑦一般女
子の部⑧一般男女混合の部（中学生以
上）⑨一般男女混合の部（６０歳以上）
⑩ニコニコの部。　※⑤〜⑧は重複エ
ントリー可。⑧・⑨は試合中男子４人
まで。▼チーム編成＝１チーム８人（登
録は１３人まで、体重制限なし）e市内
在住・在勤・在学・在クラブ、または
ニュースポーツデーのスタンプカード
をお持ちの方g無料j代表者会議と抽
選会は３１年１月１９日（土）午後５時から
同センターでk１１月１５日（木）〜３１年
１月１７日（木）に、参加申込書に必要
事項を記入の上、〒２０３－００１１、大門
町２－１４－３７、スポーツセンター宛て
郵送、ファクス（４７０・２６８８）、または
直接同センターへ。　※参加申込書は
１１月１５日（木）以降、生涯学習課（市
役所６階）、同センター他で配布するほ
か、市ホームページからも取得できま
す。l同課スポーツ振興係緯４７０・７７８４
 

東久留米市ファミリー・サポート・
センター事業説明会
　有償の子育て助け合い事業の利用者、
協力者合同の説明会です。保育園・学
童保育所の送迎、保護者外出時の預か
りなど、地域の協力者がお手伝いしま
す。新年度から利用を希望する方は早
めに登録してください。
　ab①１１月２７日（火）が東部地域セン
ター会議室２②１２月４日（火）が生涯学
習センター集会学習室５③１２日（水）が
わくわく健康プラザ社協会議室、①・
②が午前１０時から③が午後１時半から、
いずれも１時間半程度h入会希望者
（保護者）の顔写真j保育あり（３営業
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・センター緯
４７５・３２９４
第11回くるくるチャンネル交流会
　市の情報サイト「くるくるチャンネ
ル」の交流会を開催します。参加者同士
の交流を中心に、登録団体の活動や同
チャンネル活用法の紹介のほか、第７
回川柳コンテストの授賞式を行います。


