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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）

1.　9.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

※システムなどの都合により各種通知などの元号
が平成として表記されている場合があります。
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土金木水火月日

７７６５４３２１１

１１４４１３１２１１１０９８８

２２１１２０１９１８１７１１６６１１５５

２２８８２７２６２５２４２２３３２２２２

３０２２９９

１０
土金木水火月日

５５４３２１

１１２２１１１０９８７６６

１１９９１８１７１６１５１１４４１１３３

２２６６２５２４２３２２２２２１２２００

３１３０２９２８２２７７

【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＜令和元年９月１日現在＞　人口１１７,００７人（うち外国人２,１４３人）／前月比５４減
男５７,０７０人／前月比増減なし　女５９,９３７人／前月比５４減　世帯数５４,７５９／前月比増減なし

特定健診、後期高齢者健診、
無保険者健診を受けていない方へ
　メタボリックシンドロームに着目し、
生活習慣病の予防に重点をおいた健診
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
定健診等対象者（２月・３月生まれの
方）への通知は、９月下旬に発送予定
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
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。元年度は次の方
を対象に勧奨を行っています。
　e１３歳・１４歳（平成１７年４月２日～
１９年４月１日生まれ）の方＝第２期不
足分j平成１７年４月２日～１８年４月１
日生まれの方は４月上旬に、平成１８年
４月２日～１９年４月１日生まれの方は
１３歳の誕生月の翌月上旬に、それぞれ
個別で通知します。
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
りますが、予防接種を２回受けること
で予防効果が高まります。元年度は、
次の対象者へ個別通知を発送します。
　e第１期＝平成３０年４月１日～３１年
３月３１日生まれの方▼第２期＝平成２５
年４月２日～２６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
飼い犬の登録と狂犬病予防注射は
お済みですか
　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
下表の動物病院では、予防注射、注射
済票の交付および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注射料金は、各
病院へ問い合わせてくださいl同係

３歳児健診
　a９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e平
成２８年８月６日～２８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
　a９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e平

成３０年２月１８日～３月１５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
子ども相談
　a１０月１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受けます
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
３〜４カ月児健診・産婦健診
　a１０月３日（木）午後０時半～１時
半受け付けbわくわく健康プラザe元
年５月１３日～６月３日生まれの乳児と
その母親k当日直接会場へl健康課保
健サービス係緯４７７・００２２
食事・健康相談（保育付き）
　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８日（火）午前９時～１１時１５分
（１人３０分程度）bわくわく健康プラザ

１階c生活習慣病予防や健康づくりに
ついての個別相談、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j生後６カ月～未
就学児の保育あり。子育て中の方も気
軽にご利用いただけますkl電話で
健康課保健サービス係緯４７７・００２２へ
 

 

　☆六小なかよし広場＝a９月２４日
（火）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

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

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

９月１６日（敬老の日）・23日（秋分の日）のごみ収集は
　９月１６日・２３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、おかけ願います。

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。
　９月１５日＝水野胃腸クリニック（本町３－８－１９、☎４２０・６５２７）
　９月１６日・２２日・２３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）
　９月２９日＝いくせ医院（新川町１－４－１８、☎４７１・２３０４）
　【歯科】
　９月１５日・１６日・２２日・２３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）
　９月１５日・２２日・２９日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　９月１６日・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）

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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1.　9.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

9
土金木水火月日

７７６５４３２１１

１１４４１３１２１１１０９８８

２２１１２０１９１８１７１１６６１１５５

２２８８２７２６２５２４２２３３２２２２

３０２２９９

１０
土金木水火月日

５５４３２１

１１２２１１１０９８７６６

１１９９１８１７１６１５１１４４１１３３

２２６６２５２４２３２２２２２１２２００

３１３０２９２８２２７７

氏j保育はありませんk９月１７日（火）
午前１０時から同センターへ
 

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。
 

　☆わらべうたスマイル講座＝a９月
１８日（水）午前１０時半〜１１時半cわら
べうた、育児の悩み相談や話し合いe
０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日が「動い
て遊ぼう」「市立４児童館合同幼児のつ
どい運動会（１０月３日）の練習」、２６日
が「市立４児童館合同幼児のつどい運
動会の練習と準備」いずれも木曜日午
前１０時半〜１１時半e１歳〜４歳児
　☆０ちゃんタイム＝a２０日（金）午
前１０時半〜１１時半c栄養士による離乳
食講座。相談もできますe０歳児の保
護者k当日受け付け
　☆大学生と遊んで学ぼ！＝a２１日
（土）午後２時〜３時半cタブレット
で絵を動かして遊ぼうe小学生jフー
ドロス食品を提供します。アレルギー
などが心配な方はお問い合わせくださ
いk受け付け中
　☆ベビーヨガ＝ae２７日（金）午前
１０時〜１０時５０分が２カ月〜６カ月児、
１１時〜１１時５０分が７カ月〜１２カ月児f
先着各９組d崎田千佳子氏hバスタオ
ル、動きやすい服装k９月１７日（火）
午前１０時から受け付け（電話可）
 

　☆おはなし会＝a９月１７日・２４日の
いずれも火曜日午後４時からc絵本の
読み聞かせや素話などe小学生d協力
は、おはなしくぬぎと中央図書館
　☆幼児のつどい＝ac１９日が「市立
４児童館合同幼児のつどい運動会（１０
月３日）の練習」、２６日が「市立４児童
館合同幼児のつどい運動会の練習」「９
月のお誕生日会」いずれも木曜日午前
１０時半〜１１時半e１歳〜４歳児とその
保護者
　☆パパサタ＝a２１日（土）午前１０時
半〜１１時半cパパと遊ぼうe幼児とそ
の保護者
　☆こども会議＝a２９日（日）午後３
時からc児童館のルールなどについて
話し合いますe小学生
　☆秋の遠足＝a１０月１２日（土）午前
９時に児童館集合、午後３時４５分ごろ
児童館解散予定（雨天の場合は児童館
で遊びます）c小金井公園に遊びに行
きますe小学２年〜６年生f先着２０人
g２４０円（交通費）j参加者は１０月２日
（水）・５日（土）いずれも午後３時半
からの準備会に参加してくださいk９
月１８日（水）午後３時から申込用紙に
保護者が記入の上、参加費を持参して、
直接同館へ（電話不可）

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

 

　☆おはなしの日＝a９月１７日（火）
午前１１時〜１１時２５分c絵本の読み聞か
せ、手遊びなどe幼児dみくりおはな
しの会
　☆赤ちゃん広場＝a１８日（水）午前
１０時半〜１１時半c親子のコミュニケー
ションワークとティータイムe０歳児
とその保護者d炭田契恵子氏h飲み物
k当日受け付け
　☆ベビーマッサージ＝a２５日（水）午
前１０時半〜１１時半e０歳児とその保護
者f先着２５組d渡辺直子氏hバスタオ
ル、おむつ、飲み物（母乳可）k９月１８
日（水）午前９時から受け付け（電話可）
　☆卓球大会＝a１８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＝ace１９日が「市
立４児童館合同幼児のつどい運動会
（１０月３日）の練習と応援ボード作り」、
１歳児。２６日が「９月生まれのお誕生
日会」「市立４児童館合同幼児のつどい
運動会の練習」、１歳〜４歳児。いずれ
も木曜日午前１０時半から
　☆秋の遠足＝a１０月１２日（土）午前
９時半〜午後３時４５分（予定）b新座
市児童センター（埼玉県新座市本多１
－３－１０）e小学生f先着１５人g２２０円
（交通費）j参加者は９月２５日（水）、
１０月１１日（金）のいずれも午後３時半
からの準備会に参加してくださいk９
月１６日（祝）午前１０時から参加費を持
参の上、同館へ
 

　☆おはなしの日＝a９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＝ac１９日が「市立
４児童館合同幼児のつどい運動会（１０
月３日）の練習」、２６日が「市立４児童
館合同幼児のつどい運動会の練習」
「８・９月生まれの誕生会」いずれも
木曜日午前１０時半〜１１時１０分e１歳〜
４歳児（うさぎ・あひる合同）
　☆中高校生世代バドミントン大会＝
a２１日（土）午後５時半からe中学・高
校生世代h室内シューズk受け付け中
　☆すくすく広場＝a１０月２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k９月２５日（水）午前１０時から
受け付け（電話可）
　☆秋の遠足＝ab１０月１２日（土）午
前８時１５分に東久留米駅西口集合、午
後３時２０分ころ解散予定（雨天時は児
童館で遊びます）cトーベ・ヤンソン
あけぼの子どもの森公園（埼玉県飯能
市大字阿須８９３－１）へ行きますe小学
３年〜６年生f２５人g２７０円（交通費）
j参加者は１０月２日（水）・６日（日）
いずれも午後３時半からの準備会に参
加してくださいk９月１８日（水）午後
３時半から参加費を持参の上、同館へ

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

 

　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）。育児相談も受けます。
　☆十小なかよし広場＝a９月２０日
（金）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。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」＝a９月２５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。申し込みは９月１７日（火）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＝a１０月１
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k９月１７日（火）午前１０時か
ら受け付け
　☆わくわくおはなし広場＝a９月３０
日（月）午前１１時〜１１時半b地域活動
室c乳幼児向けの絵本の読み聞かせや、
ペープサート・パネルシアター、手遊
びや親子の触れ合い遊びe０歳児〜未

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

就学児とその保護者k当日直接会場へ
中部ＮＰ講座
　「 Nobody's   perfect 〜完璧な親なんて

ノーバディズ パーフェクト

いない！」そこからスタートする講座
です。初めから一人前の親なんていま
せん。みんな周りの助けを借りながら
親になっていくのです。参加者同士お
互いの悩みや育児について話し合い、
自分にあった子育ての仕方を学び合い
ます。ママ友達を作って楽しい子育て
をしましょう。
　a全６回。１０月２４日〜１１月２８日の毎
週木曜日、午前１０時〜正午bわくわく
健康プラザプレイルームe市内在住の
第一子（０歳〜２歳）の子育てをしてい
る母親で全６回参加できる方f先着１５
組g無料j対象児の保育ありlk９
月２４日（火）午前１０時から同センターへ
子育て講座「赤ちゃんとママの
リフレッシュ体操」
　産後の豊かなコミュニケーションづ
くりに、親子で楽しく身体を動かし、
いい汗かいてリフレッシュしませんか。
　a１０月１７日（木）①午前１０時〜１０時
４０分②１１時〜１１時４０分bわくわく健康
プラザe市内在住で①・②が０歳児を
子育て中のお母さん①が２カ月児〜６
カ月児とその保護者②が７カ月児〜１２
カ月児とその保護者f各１５組d O  K 
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そのチケット、公式販売サイト
から買いましたか？
Ｑ．好きなグループのコンサートチ
ケットを買いたいと思い、ネットで
検索した。一番上に出たウェブサイ
トで、残り何枚とカウントダウンす
るので焦って買ってしまった。代金
はクレジットカードで支払った。と
ころが申し込んだサイトは海外の転
売仲介サイトで、金額も正規価格よ
りかなり高いことに後から気付いた。
解約してお金を返して欲しい。
Ａ．コンサートやスポーツイベント
などのチケットの転売サイトに関す
る相談が増えています。
　正規料金に比べて高すぎる、手数
料が高額だった、利用規約でキャン
セルできないと後から知った、興行
主が第三者への譲渡を禁止していて
購入したチケットで入場できなかっ
たなどの相談が寄せられています。
ひどい場合には、チケットが届かな
い、届いたチケットが希望したもの
と違うという相談もあります。売主
とトラブルがあっても、転売仲介サ
イトが介入してくれない場合も多い
ようです。相談のケースでは、解約

することができませんでした。イン
ターネット上でチケットを購入する
時は公式のサイトかどうかをよく確
かめて購入しましょう。
　やむを得ず転売チケットを購入す
る場合には、インターネットの掲示
板やSNSを利用した売買も含め、リ
スクが大きいことを認識しましょう。
少なくとも事前に興行主や主催者な
どが規約で転売を禁止していないか
確認しましょう。キャンセルに関す
るルールを確認しておくことも大切
です。
　オリンピックやパラリンピック、
ラグビーワールドカップの開催を控
え、チケットの転売トラブルが増え
ることが予想されるため、「チケット
不正転売禁止法」が６月１４日から施
行されています。この法律では、国
内で開催されるコンサートやスポー
ツなどの興行チケットを、興行主の
承諾なく、業として販売価格を超え
る価格で譲渡することを禁じていま
す。違反した場合は罰則の対象にな
ることもあります。ただ、個人の売
却を禁じているわけではなく、また、
海外の事業者には法律の効果が及び
ません。注意してください。
《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

多摩六都科学館
ボランティア会　会員募集
　来館者と触れ合いながら、科学の面白さを伝え
るメンバーを募集します。来館者とのコミュニケ
ーションを中心に、それぞれが得意なことを生か
して館内外で活動しています。子どもと接するの
が好きな方、科学に興味のある方、会の運営事務
を担える方を募集します。活動は無償です。
　ef一般ボランティア＝１８歳〜７０歳程度で、週
１回程度活動できる方、約２０人▼ジュニアボラン

ティア＝小学５年生〜１８歳（高校生）で、月に２
回程度活動できる方（保護者の同意が必要）、約８
人。いずれも応募多数の場合、抽選の後、面談k１０
月１５日（火）までに（必着）、同館などで配布して
いる応募用紙を〒１８８－００１４、西東京市芝久保町
５－１０－６４、多摩六都科学館宛て郵送、電子メー
ル（info２@tamarokuto.or.jp）、または直接持参。
応募用紙は同館ホームページ（https://www.tama 
rokuto.or.jp）でも取得できます。後日、面談の日
程をご連絡しますl同館緯４６９・６１００
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※システムなどの都合により各種通知などの元号
が平成として表記されている場合があります。

成績証明書、写真、電気主任技術者の
資格を有する方は同資格の写し、有し
ない方は電気主任技術者免状の資格認
定申請に係る指定校が発行する単位取
得証明書j詳細は柳泉園組合ホームペ
ージをご覧くださいk９月２７日（金）
までの午前９時〜午後５時に、本人が
同組合へ持参してください（郵送不可）
l同組合総務課庶務文書係緯４７０・
１５４５
前田病院　市民・院内フォーラム
　a９月２１日（土）午後４時からb前田
病院１階待合室（中央町５－１３－３４）c
「痛みを減らすために　整形外科最先
端医療　再生医療（PRP療法）の紹介
！」d同病院医師の前田浩行氏g無料
k当日直接会場へl同病院緯４７３・２１３３
西東京中央総合病院　市民公開講座
　a９月２１日（土）午後２時〜４時半
bスカイタワー西東京（西東京市芝久
保町５－８－２）c「がん市民検診の
ススメ　がん医療の専門家に学ぶ！も
っと知りたいがんのこと」f１００人d咽
頭がんが医師の斉藤雄氏、乳がんが医
師の岡崎美季氏、胃がんが医師の山田
昌彦氏、大腸がんが医師の水村泰夫氏、
前立腺がんが医師の野田賢治郎氏k当
日直接会場へl西東京中央総合病院緯
４６４・１５１１
都立六仙公園
９月のスポーツプログラム
パークストレッチ教室
　芝生の上で全身のス
トレッチを行います。
ストレッチには肩こり
や、けがの予防、ダイ
エット効果などが期待
でき、リフレッシュにぴったりです。
　a９月２４日（火）午前１１時〜１１時４５分
（雨天中止）b都立六仙公園（中央町
３丁目）e高校生以上f先着１５人g２００
円h運動できる服装、飲み物など。マ
ットは貸し出しますkl都立野川公
園サービスセンター緯０４２２・３１・６４５７
東京都最低賃金改正のお知らせ
　東京都最低賃金は、１０月１日（火）
から「時間額１,０１３円」に改正されます。
都内で働くすべての労働者に適用され
ます。
　l東京労働局賃金課緯０３・３５１２・
１６１４または東京都働き方改革推進支
援センター緯０１２０・２３２・８６５
国立精神・神経医療研究センター
公開講座
　a１０月５日（土）午後１時半〜３時
半b国立精神・神経医療研究センター
病院教育研修棟ユニバーサルホール
（小平市小川東町４－１－１）c「知
っていますか？フレイルのこと〜神
経・筋疾患をもつ方がいきいきと暮ら
すために〜」k当日直接会場へl同セ
ンター看護部・五十嵐・中島緯０４２・３４１・
２７１１
「全国一斉！法務局休日相談所」
を開設します
　土地・建物の相続や贈与などの登記、
土地の境界、戸籍や国籍、人権相談など、
気軽にご相談ください。また、当日は
公証人などによる講演も行います。　
ac相談＝１０月６日（日）午前１０時〜
正午と午後１時〜４時（３時まで受け
付け）▼講演＝午前１０時半からが「遺
言・相続・任意後見制度について」、１１
時半からが「成年後見制度について」
午後１時半からが「未来につなぐ相続
登記」b東京法務局第２合同庁舎（千
代田区九段南１－１－１５）g無料k１０
月５日（土）までに電話で同局民事行
政調査官室緯０３・５２１３・１３１９へl同室

成年後見制度啓発講演会
老い支度講座
公証人が教える遺言の書き方
　遺言は、自分の思いを遺すものです。
大切な家族や親族にとって、分かりや
すい遺言の書き方と、その手続きを行
う公証人と公証役場について、公証人
からお話を聞きます。
　a１０月７日（月）午後２時〜４時半
b市役所７階７０１会議室e市内在住の
方f先着５０人d武蔵野公証役場公証人
の岩橋義明氏g無料k９月１７日（火）
〜１０月２日（水）に、氏名・年齢・住
所・電話番号・公証人への公開質問を
電話（４７９・０２９４）またはファクス（４７６・
４５４５）で市社会福祉協議会成年後見制
度推進機関へl同協議会
東久留米市赤十字奉仕団「日帰り
バス旅行」に参加しませんか
　市内在住で、満７０歳以上のひとり暮
らしの方を対象に、日帰りバス旅行を
開催します。行き先は茨城方面です。
　a１０月１６日（水）午前７時２０分に市
役所集合、午後７時ごろ帰着予定（雨
天決行）c市役所→筑波宇宙センター
→めんたいパーク→海鮮処森田（昼食）
→大洗水族館→那珂湊おさかな市場→
市役所f４０人（応募者多数の場合は抽
選）g６,０００円（入場料、食事代、写真
代を含む。申込時に集金）k１０月２日
（水）午前１０時〜１１時に市役所７階７０２
会議室で受け付け。健康保険証と緊急
連絡先をご用意くださいl同奉仕団委
員長・神藤緯４７５・６６６６
医療安全推進講演会
「歯科医療の上手なかかり方」
　中高年の方向け、主治医と上手に付
き合うための歯科治療の基本について
の講演会です。
　a１０月１８日（金）午後２時〜４時b多
摩小平保健所講堂e東久留米市、小平
市、東村山市、清瀬市、西東京市に在住・
在勤の方d東京歯科大学教授の鳥山佳
則氏kl同保健所企画調整課保健医
療担当緯４５０・３１１１（内線２７３）

 

大人のためのおはなし会
　東部図書館のおはなし会で活躍して
いる「みくりおはなしの会」の皆さん
と図書館職員による、大人のために昔
話や童話を語る会です。
　a９月２５日（水）午後１時半〜３時
半b東部地域センター講習室f３０人g
無料i長い会になるため、小さいお子
さんの参加はご遠慮ください。駐車場
はありません。車での来場はご遠慮く
ださいk当日直接会場へl東部図書館
緯４７０・８０２２
2019年・秋の朗読サロン
　東久留米図書館友の会による朗読サ
ロンです。耳で文学作品を味わってみ
ませんか。
　a１０月１７日（木）午後１時半〜３時
b南部地域センター２階講習室g無料
i駐車場はありません。車での来場は
ご遠慮くださいk当日直接会場へlひ
ばりが丘図書館緯４６３・３９９６
よもう！あそぼう！かがくの本
「だいず　えだまめ　まめもやし」
　もやしって何からできているのかな。
もやしの仲間を見つけよう。
　a１０月２０日（日）午前１０時半〜１１時
半b東部地域センター１階講習室e幼
児（保護者同伴）〜小学生f３０人g無料
i駐車場はありません。車での来場は
ご遠慮くださいj協力は、科学の本の
読み聞かせの会「ほんとほんと」k当日
直接会場へl東部図書館緯４７０・８０２２
 

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。保育園・
学童の送迎や日中の預かりなど、子育
てのちょっとした困りごとを地域の協
力者がお手伝いします。協力者も募集
中。まずは利用者・協力者合同の説明
会にご参加ください。
　a①９月２５日（水）午前１０時から②
１０月３日（木）午後１時半から。いず
れも１時間半程度b①が生涯学習セン
ター集会学習室５、②がわくわく健康
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（３営業日前
までに要予約）k当日直接会場へl同
センター緯４７５・３２９４
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。
　a１０月５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h飲み物
g２００円k当日直接会場へl西部地域
センター緯４７１・７２１０
大人のための健康リトミック
〜歌って踊って、元気に長生き〜
　講師の演奏する音楽に合わせ、とっ
さに反応する力、正しい呼吸方法、脳
トレなど、人間本来の感覚を楽しみな
がら目覚めさせるレッスンです。
　a１０月１２日（土）午前１０時〜１１時b
市民プラザホールf３０人d林あつ子氏
g５００円kl事前に市民プラザ緯４７０・
７８１３へ
東部地域センター「東部演芸館」
　第１０回目の東部演芸館は「〜クラシ
ックの調べ〜東久留米市演奏家協会の

皆さんによる同協会創立２５周年記念コ
ンサート」です。クラシックの音色に
癒されてください。
　a１０月１３日（日）午後２時〜３時半
（１時半開場）b１階講習室f先着１００
人g５００円k９月１５日（日）午前９時か
ら、市民プラザ、東部・西部・南部の
各地域センターで入場券を販売l東部
地域センター緯４７０・８０２０
「終活セミナー」全６回シリーズ
　昨年度に大好評だった「終活セミナ
ー」の今年度の第４回目。テーマは
「遺品整理業者の現場」と「お墓のお
話」です。２カ所の会場で開講します。
両会場とも内容は同じです。
　ab①１０月１８日（金）が西部地域セ
ンター３階第２・第３講習室②１０月２４
日（木）が東部地域センター２階会議室。
いずれも午前１０時〜１１時半f①が５４人、
②が４８人d①がキーパーズ有限会社、
②が株式会社コムウェルのメモリアル
アドバイザーg２００円k９月１５日（日）
午前９時から実施センターで受け付け
l①が西部地域センター緯４７１・７２１０、
②が東部地域センター緯４７０・８０２０
元年度市民プラザ塾連続講座・
東久留米の今と昔パート４
　ad１０月１１日が中谷製菓株式会社
代表取締役社長の中谷光基氏、１８日が
市社会福祉協議会会長の松本誠一氏、
１１月１５日が東久留米の古道研究会の井
上卓氏、２２日が市農業委員会委員長の
中島哲氏。いずれも金曜日の午後２時
〜４時b市民プラザ会議室f２０人
g１,５００円（全４回分）j１１月２４日（日）
は講師とむかし道を散策します（自由
参加。詳細は後日お知らせします）k
９月１５日（日）午前１０時から市民プラ
ザ事務室緯４７０・７８１３へl同プラザ
高齢者よろず相談〜万引きなどの
犯罪行為に関する悩み相談〜を開
催します
　都では、高齢者の万引きなどの犯罪行
為に関する悩み相談窓口緯０３・６９０７・
０５１１を設置し、電話で相談を受け付けま
す。相談内容に応じて社会福祉士や精神
保健福祉士などの専門家が、適切な支援
機関や団体などの紹介も行います。
　a相談実施期間＝土曜・日曜日、祝日
を除く１２月２７日（金）までの午前９時〜
午後５時e高齢者（おおむね６５歳以上）
やその家族などg無料l同相談窓口
多摩六都科学館
１０月から利用料金を改定します
　消費税率の引き上げに伴い、１０月１
日（火）から多摩六都科学館の利用料
金を次の通り改定します。
　▼入館券＝大人５２０円、４歳児〜高校
生２１０円▼観覧付入館券＝大人１,０４０円、
４歳児〜高校生４２０円▼セット券＝大
人１,４６０円、４歳児〜高校生５３０円　※
その他、団体利用料金なども改定しま
すl同館緯４６９・６１００
 

柳泉園組合職員募集
　▼試験日　１０月２０日（日）▼採用日
　２年４月１日▼募集人員　一般職若
干名▼受験資格　平成２年４月２日以
降に生まれ、学校教育法による大学、
専門学校または高等学校を卒業か令和
２年３月卒業見込みで、次のいずれか
に該当する方①電気主任技術者の資格
を有する方②第三種電気主任技術者免
状に係る学歴を有する方または令和２
年３月までに有する見込みの方▼提出
書類　履歴書、最終学歴の卒業証明書・

ガ イ ド


