
樫市政へのご要望・ご意見はこちらへ

◎ご意見箱設置場所
　市役所ロビー、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
◎ホームページのご意見箱　
http://www.city.higashikurume.lg.jp/goiken.htm

角きん、ふきん２枚、台ふきん、保育に必
要なもの◆申し込みと詳しくは１月７日
（金）から電話で健康課保健サービス係緯
４７７・００２２へ
１月のプレ・パパママクラス
　１月２２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＝１１日（火）午
後１時～４時
　◎プレママ・クッキング＝１８日（火）午
前９時半～午後２時。妊娠中の栄養やバラ
ンスの良い食事を、調理しながら学びませ
んか。食材費５００円
　◎妊婦疑似体験・もく浴実習＝２２日（土）
午後１時～４時
　◎妊婦歯科健診＝２５日（火）午後１時１５
分～３時。健診とブラッシングなど
　▼対象　妊娠１６週以降の方とその夫▼会
場　わくわく健康プラザ◆申し込みと詳し
くは電話で健康課保健サービス係緯４７７・
００２２へ　※４回で１コース。ただし１回の
みの参加も可。
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○東久留米市役所　緯４７０・７７７７（代）（受付は平日の午前８時半～午後５時）
　▽ごみ対策課　緯４７３・２１１７　（粗大ごみの申し込みは緯４７３・２１１８）
　▽健康課　保健サービス係緯４７７・００２２、　予防係緯４７７・００３０
　　　　　　特定健診係緯４７７・００１３
○わくわく健康プラザ（わくわく健康プラザ施設の貸出）緯４７７・１１１５
○中央図書館　緯４７５・４６４６
　（午前１０時～午後５時。休館日は金曜日、第３火曜日、年末年始と特別整理期間）

○生涯学習センター　緯４７３・７８１１（午前９時～午後１０時。休館日は第４月曜日と年末年始）
○スポーツセンター　緯４７０・７９００（平日が午前９時～午後１１時。土曜・日曜日、
　　　　祝日が午前９時～午後９時半）

○市民プラザ　緯４７０・７８１３　▽西部　緯４７１・７２１０、南部　緯４５１・２０２１、
　東部　緯４７０・８０２０の各地域センター

　《関係機関の電話番号》
▼東久留米消防署　　　　　緯４７１・０１１９　　▼田無警察署　　　　　　緯４６７・０１１０

▼東京都水道局多摩お客さまセンター　緯０５７０・０９１１００ ／ ０５７０・０９１１０１

▼シルバー人材センター　　緯４７５・０７３８　　▼社会福祉協議会　　　　緯４７１・０２９４

▼多摩六都科学館　　　　　緯４６９・６１００　　▼柳泉園組合　　　　　　緯４７０・１５５５

▼多摩小平保健所　　　　　緯４５０・３１１１

燃 や せ る ご み 燃 や せ な い ご み
　週２回、西部地区と東部地区に分けて収
集します。
［月曜日・木曜日］　 本町二丁目、小山、
　幸町、前沢、南町、滝山、下里、柳窪、
　野火止、八幡町、弥生
［火曜日・金曜日］　 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、本町一・三・四丁目、中央町、
　南沢

　週１回、袋で収集します。
［月曜日］　 学園町、ひばりが丘団地、
　中央町、南沢
［火曜日］　 前沢、南町、滝山
［水曜日］　 下里、柳窪、八幡町、弥生
［木曜日］　 氷川台、本町、小山、幸町、
　野火止
［金曜日］　 上の原、神宝町、金山町、
　大門町、東本町、新川町、浅間町

資 源 ご み
　★容器包装プラスチック…週１回、「燃や
せないごみ」を出す日の前日、（学園町、ひ
ばりが丘団地、中央町、南沢は金曜日）、地
域ごとの指定日に回収
　★びん・缶・ペットボトル・紙パック類
…週１回程度、地域ごとの指定日に回収
　★古布…「燃やせるごみの日」に出して
ください（雨天の場合は次回に）

　　紙　　　　　　類　　
　週１回、回収します。
［木曜日］　 浅間町、学園町、ひばりが丘
　団地、南沢
［金曜日］　 前沢、南町、滝山、下里二・
　三丁目、弥生
［水曜日］　 上記以外の地域

骨粗しょう症検診
　▼対象　市内在住で、２３年３月３１日まで
に、２０歳・２５歳・３０歳・３５歳・４０歳・４５歳・
５０歳・５５歳・６０歳・６５歳になる女性（下表
を参考にしてください）。ただし、骨粗しょ
う症で治療中の方、または妊娠の可能性の
ある方はご遠慮ください▼日時　２月１８日
（金）午前９時～午後３時（予定）▼会場
　わくわく健康プラザ▼定員　１５０人▼検
診内容　身体計測、骨密度測定（検診の結
果、健康相談が必要と思われる方に、個別
相談を行います）▼費用　５００円（生活保護
受給者、中国残留邦人等支援給付対象者は
無料。ただし、生活保護受給証明書の提出、
または中国残留邦人等本人確認証の提示が
必要）◆申し込みは１月１７日（月）までに（消
印有効）、一人１枚のはがきに①「骨粗しょ
う症検診希望」②住所③氏名（ふりがな）
④生年月日⑤年齢⑥電話番号⑦「午前・午
後」の希望の有無（いずれでもよい場合は
その旨を書いてください）を記入の上、〒
２０３－００３３、滝山４－３－１４、わくわく健

成人の日（１０日）のごみの収集は
　１月１０日は月曜日の祝日ですが、通常通り該当地区についてごみの収集を行います。
　詳しくはごみ対策課緯４７３・２１１７（粗大ごみの申し込みは緯４７３・２１１８）へ。
　※電話番号をお確かめの上、お掛け願います。

【 主 な 問 い 合 わ せ 先【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】】

康プラザ内、健康課特定健診係あて郵送を
（１月７日〈金〉午前８時半から電子申請
も受け付けます）　 ※応募多数の場合は、
受診できない場合もありますので、ご了承
ください。受診決定者の方へは、検診日の
１週間前までに通知します。
　詳しくは同係緯４７７・００１３へ。
第５１回市民のための医療講座
「口腔（こうくう）粘膜疾患について」
〜口内炎から口腔がんまで〜
～東久留米医師会・東久留米市歯科医師会・
東久留米市薬剤師会主催
　▼日時　１月１５日（土）午後２時～４時
▼会場　市役所７階７０１会議室▼講師　東
京医科大学口腔外科学講座講師の金子忠良
氏、東久留米市歯科医師会理事の川村茂靖
氏▼入場料　無料▼定員　先着１５０人◆当
日直接会場へ
　詳しくは予防係緯４７７・００３０へ。
献血にご協力を
　次の日程で献血を実施しますので、ぜひ、
ご協力をお願いします。な
お、本人確認を実施してい
ます。本人確認出来るもの
を持参してください。
　▼日時　１月１８日（火）
午前１０時～午後４時（正午～午後１時半を
除く）▼会場　市民プラザホール
○「はたちの献血」キャンペーン実施中
　２月２８日（月）までの期間、成人式を迎
える若者を中心とした皆さんに対して「は
たちの献血」キャンペーンを実施していま
す。成人の第一歩に、ご協力をお願いしま
す。
　詳しくは健康課予防係緯４７７・００３０へ。
４カ月児健康診査・ＢＣＧ予防接種
　▼日時・対象　１月１３日（木）が２２年８
月２６日～９月１６日生まれの乳児、２月３日
（木）が９月１７日～１０月８日生まれの乳児。
いずれも午後零時半～１時半受け付け。６
カ月未満児でＢＣＧ予防接種のみの方は午

後１時半～２時４５分受け付け▼会場　わく
わく健康プラザ◆当日直接会場へ
　詳しくは健康課保健サービス係緯４７７・
００２２へ。
１歳６カ月児健康診査
　▼日時・対象　１月６日（木）が２１年５
月１５日～６月４日生まれの幼児、２７日（木）
が６月５日～３０日生まれの幼児。いずれも
午後零時半～１時半受け付け▼会場　わく
わく健康プラザ◆当日直接会場へ
　詳しくは健康課保健サービス係緯４７７・
００２２へ。
３歳児健康診査
　▼日時　１月２０日（木）午後零時半～１
時半受け付け▼会場　わくわく健康プラザ
▼対象　１９年１２月８日～１２月２７日生まれの
幼児◆当日直接会場へ
　詳しくは健康課保健サービス係緯４７７・
００２２へ。
らくらく離乳食
　▼日時　１月２６日（水）午後１時半～３
時半▼会場　わくわく健康プラザ▼対象　
生後６カ月～１２カ月児の保護者▼定員　先
着２０人。保育あり▼持ち物　エプロン、三
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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】
　１月９日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　１月１０日・１６日・３０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）　
　１月２３日＝たかはしクリニック（本町２－３－４、緯４７９・１８００）
　【歯科】
　１月９日・１０日・１６日・２３日・３０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）
夜間診療医療機関（診療科目・時間等については当日事前にご確認ください）
　１月９日・１６日・３０日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　１月１０日・２３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）

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。

生　年　月　日年齢

平成２年４月１日～３年３月３１日２０歳

昭和６０年４月１日～６１年３月３１日２５歳

昭和５５年４月１日～５６年３月３１日３０歳

昭和５０年４月１日～５１年３月３１日３５歳

昭和４５年４月１日～４６年３月３１日４０歳

昭和４０年４月１日～４１年３月３１日４５歳

昭和３５年４月１日～３６年３月３１日５０歳

昭和３０年４月１日～３１年３月３１日５５歳

昭和２５年４月１日～２６年３月３１日６０歳

昭和２０年４月１日～２１年３月３１日６５歳

骨粗しょう症検診の対象年齢表

〈今月の月間・週間案内〉　 　食を考える月間、防災とボランティア週間（１５日～２１日）、全国学校給食週間（２４日～３０日）、タロとジロの日（１４日）、日本最低気温の日（２５日）
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ら参加整理券（無料）を配布します。
　☆バレンタインカードづくり＝２９日（土）
午後２時～４時。指導は鈴木順子氏。小学
生、先着２０人。　※１月１２日（水）午後３時
から申込み受け付け。本人か家族の方が申
し込んでください（電話申し込み不可）。
　☆臨時閉館のお知らせ＝２２日（土）の午
前中はもちつき大会準備のため閉館します。
 

　☆幼児のつどい＝１月１３日（木）が「お
正月遊び」、２０日（木）が「お店屋さん準
備」。いずれも午前１０時からがうさぎ。午前
１１時からがあひる。２７日（木）が「お店屋
さんごっこ」。午前１０時半から。合同。
　☆ぴよぴよママの会＝１９日（水）午前１０
時から。助産師さんによる体重測定、子育
ての相談など。零歳児とその保護者。
　☆おはなしの日＝１９日（水）午後３時半
から。水曜おはなし会。小学生。
　☆しゃべり場＝２９日（土）午後５時から。
バレンタインクッキング、３学期の行事に
ついてほか。中学・高校生年代。
　☆スポーツフェスティバル＝２月２６日
（土）。会場はスポーツセンター。小学生、
先着４０人。参加者募集。１月２４日（月）か
ら申し込み受け付け。
 

 

　☆わくわく赤ちゃん広場＝①１月２６日
「はいはいの会」、②２月２日「ねんねの会」。
いずれも水曜日の午前１０時～１１時半、子ど
も家庭支援センターで。①が６カ月～１２カ
月児とその保護者。②が６カ月未満児とそ
の保護者。バスタオル持参。子育ての楽し
さ・大変さを分ち合えるママ友達を作りま
しょう。　※保育あり、先着３人（要予約）。
　☆なかよし広場＝①１月１１日（火）・２５日
（火）が第六小学校で②１８日（火）が第一
小学校で③２１日（金）が第十小学校で。い
ずれも午前１０時～１１時半。零歳～５歳児と
その保護者。地域のボランティアさんと一
緒に遊びましょう。おもちゃがあります。
スリッパ持参。当日直接会場へ、徒歩か自
転車で来場を。
　☆手作り布おもちゃの会＝１月１８日、２
月１日、いずれも火曜日の午前１０時～正午、
子ども家庭支援センターで。乳幼児とその
保護者。裁縫箱・はさみ持参。　※保育はあ
りません。申し込みは同センターへ。
 

　☆ちびっこ育児講座＝１月１３日（木）午
前１０時～１１時半、センター上の原で。先着
１０組（要予約）。１・２歳児とその保護者。
１・２歳児の遊び・生活・しつけなど、子
育ての悩みをテーマに話し合います。一人
で悩まず一緒に考えましょう。　※保育あ
り。申し込みは１月７日（金）から同セン
ターへ。
　☆休館日のお知らせ＝１月２８日（金）は
館内整備のため、休館します。

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

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

申し込み不可）。
 

　☆ハッピータイム＝１月１２日（水）午前
１０時半～１１時半。ベビーマッサージ。零歳
児（ハイハイ前）、７組。講師は小山那智氏。
申し込み受け付け中。
　☆新年お楽しみ会＝１２日（水）午後３時
から。お正月遊びと雑煮パーティー。小学
生。
　☆幼児のつどい＝１３日（木）が「お正月
遊び」、２０日（木）が「忍者ごっこ」、２７日
（木）が「親子触れ合い体操」。いずれも午
前１０時半から。幼児。
　☆ぽかぽかタイム＝１９日（水）午前１０時
半からが零歳児、１１時からが１歳児。わら
べ歌遊び。講師は原悠子氏。
　☆もちつき大会＝２２日（土）午後１時半
～３時。幼児（保護者同伴）～中学生、先
着２００人。　※１月８日（土）午前９時半か
ら参加整理券（無料）を配布します（電話
申し込み不可）。
　☆臨時閉館のお知らせ＝２２日（土）の午
前中は、もちつき大会準備のため閉館しま
す。
 

　☆おはなしの日＝１月１２日（水）午前１１
時から。手遊びと絵本の読み聞かせ。幼児。
　☆卓球大会＝１２日（水）午後３時から。
小学３年～６年生。試合開始前に申し込ん
でください。
　☆幼児のつどい＝１３日（木）午前１０時半
～１１時半。お正月遊び。幼児。
　☆赤ちゃんとニコニコタイム＝１４日（金）
午前１０時半～１１時。絵本の読み聞かせ、わ
らべ歌、子育ての情報交換など。零歳児と
その保護者。
　☆もちつき大会＝１５日（土）午後１時半
から。幼児（保護者同伴）～中学生、２００人。
　※参加整理券（無料）を配布中。
　☆臨時閉館のお知らせ＝１５日（土）の午
前中は、もちつき大会準備のため閉館しま
す。
 

　☆赤ちゃんひろば＝１月１２日（水）が助
産師さんによる体重測定・育児相談、１９日
（水）が情報交換などで交流、２６日（水）
がベビーマッサージ（先着２０組）。いずれも
午前１０時～正午。みんなで楽しく交流しま
せんか。零歳児とその保護者。　※ベビーマ
ッサージは、１９日（水）午前９時から申し
込み受け付け（電話可、初めての方優先）。
　☆お正月ゲーム大会＝１２日（水）午後３
時半～４時半。みんなでお正月遊びを楽し
みましょう。“コマックさん”も来ます。小
学生。
　☆幼児のつどい＝１３日（木）が「お正月
遊び」（３・４歳児）、２０日（木）が「西武
鉄道の電車ごっこ」（１・２歳児、３・４歳
児合同）、２７日（木）が「豆まきごっこ」
（３・４歳児）。いずれも午前１０時半～１１時
半。
　☆もちつき大会＝２２日（土）午後１時半
～３時。幼児（保護者同伴）～中学生、先
着２５０人。　※１月１１日（火）午後３時半か

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

（ ）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
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育児相談
　▼日時　１月２１日（金）午前９時半～午
後２時▼会場　わくわく健康プラザ▼内容
　育児の相談・体重測定▼対象　乳幼児と
その保護者◆申し込みと詳しくは電話で健
康課保健サービス係緯４７７・００２２へ
２歳児歯科健診
　▼日時　１月１２日（水）午前９時１５分～
１０時１５分受け付け▼会場　わくわく健康プ
ラザ▼内容　歯科健診、ブラッシングなど
▼対象　２０年１２月生まれの幼児◆当日直接
会場へ
　詳しくは健康課保健サービス係緯４７７・
００２２へ。
はじめてのはみがきレッスン
“歯っぴーベイビー”
　▼日時　１月１８日（火）午後１～２時半
▼会場　わくわく健康プラザ▼内容　赤ち
ゃんの歯の手入れ方法や歯みがきの始め方、
むし歯予防について▼対象　満８カ月～１０
カ月児とその保護者▼定員　先着１５組◆申
し込みと詳しくは１月７日（金）から電話
で健康課保健サービス係緯４７７・００２２へ
子ども相談
　▼日時　１月１１日（火）・１９日（水）のい
ずれも午前９時半～午後３時▼会場　わく
わく健康プラザ▼内容　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▼対象　幼児
と保護者◆申し込みと詳しくは電話で健康
課保健サービス係緯４７７・００２２へ
食事相談・健康相談
　▼日時　１月１１日（火）が午前９時半～

１１時半、２８日（金）が午後１時半～３時▼
会場　わくわく健康プラザ▼内容　血糖・
コレステロール・中性脂肪・血圧など、乳
幼児～高齢者の食事や健康に関する個別相
談。体組成（体脂肪率や筋肉率など）の測
定◆申し込みと詳しくは電話で健康課保健
サービス係緯４７７・００２２へ
 

 

　☆お正月ゲーム大会＝１月１２日（水）午
後３時半～４時半。こままわし・羽子板・
カルタ・大型ぼうずめくりなど。終わった
後におやつを食べます。小・中学生。
　☆幼児のつどい＝１３日（木）が「お正月
遊び」（３・４歳児）、午前１０時半～１１時半。
２０日（木）が「お正月遊び」（２歳児）、午
前１０時半～１１時１５分。２７日（木）が「節分
遊び」（３・４歳児）、午前１０時半～１１時半。
　☆絵本だいすき＝２１日（金）午前１１時～
１１時２０分。絵本の読み聞かせ、手遊びなど。
３歳前後の幼児。指導は中林のり子氏、渡
辺和子氏。
　☆冬のおはなし会＝２９日（土）午後１時
半からが幼児以上、２時からが小学校低学
年以上、２時半からが小学校高学年以上、
３時からが大人。
　☆おひなさまづくり＝２月１２日（土）午
前９時半から。粘土を使ったおひなさまづ
くり。先着２０人。小学２年生以上。　※申し
込みは１月２９日（土）午前９時から本人か
家族の方が直接申し込んでください（電話

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

消費生活に関する 
「若者のトラブル１１０番」

　キャッチセールスや架空請求、マルチ商法な
ど、若者の消費者
被害が増えていま
す。市消費者セン
ターでは次の２日
間、「若者のトラブ
ル１１０番」を実施し

ます。契約上のトラブルなどで困ったときは、
すぐにご相談ください。
　【日時】１月２７日（木）・２８日（金）の午前１０
時～正午、午後１時～４時
　【会場】市消費者センター（市役所２階生活文
化課内）
　【対象】２９歳以下の契約当事者
　【実施形態】電話相談・来所相談（予約不要）
　※通常の消費者相談も行っています。
　詳しくは同センター緯４７３・４５０５へ。
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　アルコールは百薬の長とも呼ばれ、人
生のお友達と言っても過言ではないでし
ょう。本音の話をするときもアルコール
が入った方が口が滑らかになりますし、
飲み会で培った人間関係が困ったときの
助けになることも少なくありません。ま
た、適度なアルコールが血圧を下げるこ
とも証明されています。実際アルコール
を適度に飲む人と飲まない人とでは、適
度に飲む人の方が長生きするというデー
タもあります。
　このように素晴らしいアルコールです
が、最近話題になっている自殺に大きな
関係があることも分かっています。ここ
１０年、毎年３万人を超える自殺者の中で
も中高年の男性の自殺が増えています。
この中高年の自殺にアルコールが重要な
役割を果たしているのです。
　もちろん酒の飲み過ぎで身上をつぶし
たり、人とトラブルになって発作的に自
殺するのではありません。アルコールは
飲んだときには気分が高揚して幸せにな
ることが多いのですが、アルコールが切
れたときに逆に落ち込んでしまうという
特徴があります。その寂寥（せきりょう）
感が嫌でまた酒を飲むという繰り返しが、

最終的に自殺と結びついてしまうことが
少なくありません。ストレス解消や眠れ
ないために寝酒として飲んでいた酒の量
が徐々に増え、何かのきっかけで発作的
に自殺してしまったり、自殺の原因とな
るうつ病になってしまうことがあります。
　特にアルコール依存症になってしまう
と、自殺する確率が高まります。もしあ
なたが以下の質問の２つ以上に「はい」
と答えたら、アルコール依存症の疑いが
ありますので、今のうちに量を減らすか、
専門家に相談しましょう。
　１　飲酒量を減らさなければならない
と感じたことがありますか？　
　２　他人があなたの飲酒を非難するの
で気にさわったことがありますか？　
　３　自分の飲酒について悪いとか申し
訳ないと感じたことがありますか？　
　４　神経を落ち着かせたり、二日酔い
を治すために、迎え酒をすることがあり
ますか？　
　「酒は飲んでも飲まれるな」とよく言わ
れますが、酒は楽しんでこそ百薬の長と
なることを忘れないでください。

（東久留米医師会）

№１３４　アルコールと自殺



 

「病院を調べる」ガイドを発行
　蔵書やインターネットを使って、調べ物
をサポートします。ご自分で調べるための
調べ方案内第１号「身近な病院を調べる」
を配布中です。ご利用ください。
１月の図書館休館日
　１月の図書館の休館日は中央・滝山・ひ
ばりが丘・東部の各図書館とも、７日（金）・
１４日（金）・１８日（火）・２１日（金）・２８日
（金）です。なお、年始は５日（水）から
通常通り開館しています。
特別整理休館日のお知らせ
　毎年１回「特別整理休館日」を設け、館
内の図書の整理を実施しています。滝山図
書館では、次の日程で行います。期間中は
ご不便をお掛けしますが、ご協力をお願い
します。
　▼特別整理休館日（滝山図書館）　 １月
３１日（月）～２月５日（土）
　詳しくは中央図書館緯４７５・４６４６へ。
 

混合ダブルス市民バドミントン大会
～市バドミントン連盟主催
　▼日時　１月３０日（日）午前９時～午後
１時▼会場　スポーツセンター▼対象　市
内在住・在勤の１８歳以上の方▼種目　個人
混合ダブルス戦▼参加費　１チーム１，５００
円◆申し込みは、はがきに２人の住所・氏
名・電話番号を記入の上、〒２０３－００５１、
小山５－５－９、福田行高あて郵送を
　詳しくは森嶋緯４５９・０７７０へ。
ニュースポーツデー
～体育指導委員会　
　▼日時　１月１５日（土）午前１０時～午後
４時▼会場　スポーツセンター▼種目　ミ
ニテニス、ネオテニス、ソフトバレーボー
ル、ユニカール、ラージボール卓球、スカ
ットボール、市民つなひき大会の練習会▼
費用　１００円（何種目でも可）▼持ち物　
上履き◆当日直接会場へ
　詳しくは生涯学習課スポーツ振興係緯
４７０・７７８４へ。
スポーツ体験講習「水泳」
～市水泳連盟
　▼日時　１月２２日（土）午前９時半～１１
時▼会場　スポーツセンター▼対象　小・
中学生▼費用　１００円▼定員　先着４０人▼
持ち物　水着・水泳キャップ◆当日直接会
場へ
　詳しくは生涯学習課スポーツ振興係緯
４７０・７７８４へ。
クライミング体験教室
～市体育協会主催
　▼日時　１月１５日（土）午後４時４０分～
６時半▼会場　スポーツセンター▼対象　
小・中学生▼費用　無料▼定員　先着３０人
程度◆当日直接会場へ
　詳しくは生涯学習課スポーツ振興係緯
４７０・７７８４へ。
市民卓球大会
～市卓球連盟主催
　▼日時　２月１１日（祝）午前９時から▼
会場　スポーツセンター▼種目　Ａ＝男子
シングルス◇Ｂ＝男子団体①、ダブルス②
③、シングルス（２～４人一組）◇Ｃ＝女
子団体（男子団体と同じ）◇Ｄ＝女子ダブ
ルス◇Ｅ＝ラージボール◇Ｆ＝小学生シン
グルス◇G ＝中学生大会▼競技方法　予選
リーグ後、決勝トーナメント▼対象　市内
在住・在勤・在学の方▼参加費　一種目５００
円。連盟登録者および小・中学生は無料◆

申し込みは１月２８日（金）までに（必着）、
はがきに住所・氏名・電話番号、小・中学
生は学校名・学年、在勤の方は勤務先、参
加希望種目を記入の上、〒２０３－００５１、小
山１－９－２、笹川由紀子あて郵送を
　詳しくは同連盟・笹川緯４７１・１０５２へ。
 

２２年度「東久留米市立小・中学校
連合作品展・書写展」
　市内の小・中学校の児童・生徒が日ごろ
培った、造形・絵画・書写の力作の数々が
一堂に会した作品展・書写展を開催します。
　▼日時　２月４日（金）～６日（日）午
前９時～午後４時（４日は午後５時～７時）
▼会場　作品展が市民プラザホール、書写
展が市民プラザ会議室
　詳しくは指導室緯４７０・７７８１へ。
薬湯の日“南天の湯”
　▼期日・時間・会場　１月９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～１１
時▼備考　小学生以下は無料
　詳しくは産業振興課労政商工係緯４７０・
７７４３へ。
多摩六都フェア
　多摩北部都市広域行政圏協議会（東久留
米市、小平市、東村山市、清瀬市、西東京
市）による共同事業です。ぜひ、ご来場く
ださい。
①第５回ぴゅあ　あーと展
　圏域５市に在住・在勤・在学の障害のあ
る皆さんに応募頂いた作品（絵画、工作、
陶芸など）の中から、専門家によって選出
された作品を展示するとともに、制作者を
開催初日のオープニングセレモニーで紹介
します。また、同セレモニーでは、「木管五
重奏」による演奏も予定しています。
　▼日時　１月２６日（水）が午後４時～６
時、２７日（木）・２８日（金）が午前１０時～午
後５時（オープニングセレモニーを２６日午
後５時から予定）▼会場　市民プラザホー
ル・市役所１階屋内ひろば▼入場料　無料
　詳しくは企画調整課緯４７０・７７０２へ。
②演劇ワークショップ「銀河鉄道の夜」
発表公演
　圏域の市民から募集した演劇ワークショ
ップの受講生たちが、プロ劇団「東京演劇
アンサンブル」指導のもとで、宮沢賢治作
『銀河鉄道の夜』にチャレンジします。日
ごろの講習の成果を発表会で披露します。
　▼日時　２月２６日（土）午後２時開演
（１時半開場）▼会場　西東京市保谷こも
れびホールメインホール（西東京市中町１
－５－１）▼演目　「銀河鉄道の夜」宮沢賢
治作 ▼入場料　無料（入場整理券を１月２６
日〈水〉午前１０時から同ホール窓口にて配
布〈一人４枚まで〉）
　詳しくは同ホール緯４２１・１９１９へ。
 

防犯講演会「振り込め詐欺の犯罪
心理とその対策について」
　東久留米市安全・安心まちづくり推進協
議会では、東京未来大学で犯罪心理学を研
究している出口保行教授をお招きし、振り
込め詐欺に関する犯罪の現状や、振り込め
詐欺犯人・被害者の心理およびその予防策
などについての講演会を実施します。高齢
者やそのご家族の方、現在防犯ボランティ
アやわんわんパトロールで活動している方、
またこれから活動をしたいとお考えの方は、
この機会にぜひご参加ください。

　▼日時　２月７日（月）午後２時半～４
時半▼会場　市民プラザホール▼入場料　
無料◆当日直接会場へ
　詳しくは防災防犯課防災防犯係（内線
２２２３）へ。
男女平等推進センター
○講座「ハナマル就職　いきいきスキ
ル！」
　“働く”を目指す女性のためのシリーズ。
３回講座です。
　▼テーマ・日時・会場・定員など　①
「ハナマル就職するために」＝２月２日
（水）午前１０時半～午後零時半、男女平等
推進センター会議室で。先着２４人②「働く
前に知っておきたいパソコンマナー講座」
＝２月９日（水）午前１０時半～午後１時、
スポーツセンター第１会議室で。先着２０人。
費用４００円（テキスト代）。　※パソコンを持
参してください（Mac不可）。③公開講座
「職場のハラスメントに負けない！働き方
講座」＝２月１９日（土）午前１０時半～午後
零時半、市役所７階７０２会議室で。先着４０人。
▼対象　再就職・転職を考えている女性▼
ご注意　②は３回講座の連続受講が可能な
方を優先します。③は誰でも受講できます
　※２歳～未就学児の保育あり（１月１２日
（水）～２６日（水）に要予約）。◆申し込み
は１月１２日（水）～２８日（金）に、氏名・
電話番号、保育が必要な方はお子さんの氏
名・年齢を電話で男女平等推進センター緯
４７２・００６１（火曜日休館）へ
○市民企画講座「家庭・職場でのストレ
スとのつき合い方」
　さまざまなストレスを内包する現代社会
の中で、私たちはそれぞれの家庭や職場で
ストレスを感じながら生活しています。こ
のストレスを理解し、上手につき合いなが
ら、また、かわしながら、意欲を持って豊
かな人生を送るための手立てを専門の講師
と共に考えていきましょう。企画・運営は
新日本婦人の会東久留米支部。
　▼日時　２月５日（土）午後１時半～３
時半▼会場　市役所７階７０２会議室▼講師
　埼玉協同病院副院長で精神科医の雪田慎
二氏▼定員　先着４０人▼参加費　無料（２
歳～未就学児の保育あり。１月１７日〈月〉
～２７日〈木〉に要予約）◆申し込みは１月
１７日（月）～２月３日（木）に、氏名・電
話番号、保育の必要な方はお子さんの氏名・
年齢を電話で男女平等推進センター緯４７２・
００６１（火曜日休館）へ
　詳しくは同センターへ。
 

市道の愛称名を変更します
　昭和５５年から久留米高校通りの愛称名で
親しんでいただいた市道２０６号線ですが、久
留米高校の閉校に伴い、東久留米総合高校
通りへと愛称名を変更します。
　市では、これからも道路整備などを通し
て、豊かなまちづくりに取り組んでいきま
す。ご理解、ご協力をお願いします。
　詳しくは施設管理課道路河川施設担当緯
４７０・７７６７へ。
認知症介護者家族会
　▼日程　①東部地域（上の原・金山町・
神宝町・氷川台・大門町・小山・東本町・
新川町・浅間町）に居住の方＝１月２０日（木）
午後１時１５分～２時４５分、東部地域センタ
ー会議室２で。担当は東部地域包括支援セ
ンター（緯４７３・９９９６）②中部地域（本町・
幸町・中央町・南沢・学園町・ひばりが丘
団地・南町・前沢一～三丁目）に居住の方
＝１月１７日（月）午後１時～２時半、中央
町地区センター第３会議室で。担当は中部
地域包括支援センター（緯４７０・８１８６）③

西部地域に居住の方（前沢四～五丁目・滝
山・野火止・八幡町・柳窪・弥生・下里）
＝１月２４日（月）午後１時～２時半、西部
地域センター講習室２で。担当は西部地域
包括支援センター（緯４７２・０６６１）▼参加
費　１００円（茶菓子代など）
　申し込みと詳しくは担当の各支援センタ
ーへ。
かわいい小物入れ作り
　ステキな布を使ってリバーシブルのきん
ちゃくを作ります。気軽にご参加ください。
　▼日時　２月１０日（木）午後１時半～４
時半▼会場　中央町地区センター２階第
３・第４会議室　※車での来場はご遠慮く
ださい。▼材料費　３００円▼持ち物　縫い針、
ハサミ、待ち針（８～１０本）、定規、筆記用
具◆申し込みは１月１５日（土）までに（消
印有効）、往復はがきに「小物作り参加希望」
と明記して、住所・氏名・年齢・電話番号
を記入の上、〒２０３－００１４、東本町１６－２、
「生きがい健康の会」事務局・山本喜一郎
あて郵送を
　詳しくは同事務局・山本緯４７１・１３６３へ。
多摩六都科学館出張教室
「未来の科学者たち集まれ！
ＡＭラジオを作ろう」
　ラジオと電波の仕組みを学び、手作りの
ラジオを組み立てます。
　▼日時　２月５日（土）午後１時半～４
時半▼場所　わくわく健康プラザ▼対象・
定員　市内在住または在学の小学生３０人
（小学３年生以下は保護者同伴）▼参加費
　無料▼備考　この事業は、独立行政法人
科学技術振興機構の助成により行います◆
申し込みは１月２４日（月）までに（必着）、
はがきに「ＡＭラジオを作ろう」と明記し、
氏名（ふりがな）・住所・学校名・学年・年
齢・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
学館あて郵送を（応募者多数の場合は抽選
し、結果を全員に送付します）
　詳しくは同科学館緯４６９・６１００へ。
「水彩色えんぴつ画」ほか受講者募集
　社会福祉協議会では、上記のほか太極拳・
コーラス・フォークダンス・文学・書道の
受講者を募集します（５５歳以上、２月～５
月）。参加費は１講座８回で６，０００円。詳し
い日程・応募方法などは、地区センターな
どにある案内をご覧ください。
　詳しくは社協塾担当緯４７９・５５５０（火曜・
祝日休）へ。
 

北多摩北部地域保健医療協議会委
員を募集します
　多摩小平保健所では、地域の保健医療サ
ービスを利用する生活者の立場から意見を
いただく委員を募集します。
　▼対象　東久留米市、小平市、東村山市、
清瀬市、西東京市に在住で２０歳以上の方（都
職員および当該地域の市職員は除く）▼募
集人員　３人以内▼任期　２３年４月から２
年◆申し込みは２月１４日（月）までに（消
印有効）、作文テーマ「誰もが健康で安全・
安心なくらしを実現するまちづくりのため
に、私たちができること、行政に望むこと」
（１，０００字～１，２００字程度）と住所・氏名・
年齢・性別・職業・電話番号を記入の上、
〒１８７－０００２、小平市花小金井１－３１－２４、
多摩小平保健所企画調整係あて郵送、また
は電子メールで送信してください。
　詳しくは同保健所緯４５０・３１１１へ。

ガ イ ド
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◆多摩小平保健所企画調整係
メールアドレス

S００００３５１@section.metro.tokyo.jp


