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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）

28.　5.　15

【表記の凡例】　a日時　b場所 　c内容　e対象・資格　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２８年５月１日現在＞　人口１１７,０４９人（うち外国人１,８２０人）／前月比４減
男５７,２８８人／前月比１１減　女５９,７６１人／前月比７増　世帯数５３,１７６／前月比１３５増

食事相談・健康相談
　a５月２４日（火）午後１時半～３時半、
６月３日（金）午前９時～１１時１５分　
※いずれも１人３０分程度。bわくわく
健康プラザc乳幼児期～高齢期の食事
や、子育て中の方で、ご自身や家族の
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h健康診断
の結果表、食事記録などj６カ月～未
就学児の保育ありkl電話で健康課
保健サービス係☎４７７・００２２へ
１歳６カ月児健診
　a５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e２６
年１０月１９日～１１月１１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☎４７７・００２２
３歳児健診
　a６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e２５
年４月２０日～５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☎４７７・００２２
からだ改善！予防教室
テーマは「糖尿病予防」
　「講座」と「調理実習」の２日間コー
ス。健康診断の結果から「糖尿病予備
群と言われた」「血糖値が少し高め」「妊
娠中に血糖値が高めだった」という方、
からだ改善にチャレンジしてみません
か。食事や日常生活でのポイントを管
理栄養士と保健師が解説します。子育
て中の方も、ぜひご参加ください。
　a①講座＝５月３１日（火）午前１０時
～正午②調理実習＝６月２８日（火）午
前９時半～午後２時　※いずれも１５分
前から受け付け。bわくわく健康プラ
ザg①は無料②は食材費５００円h筆記
用具、健康手帳（お持ちの方）j運動

できる服装でご参加を。保育を希望す
る方は要相談（先着、若干名）kl電
話で健康課保健サービス係☎４７７・
００２２へ
脳の健康教室
　簡単な読み書き計算で、脳の健康維
持と認知症予防に取り組む教室です。
　a祝日を除く６月１７日～１２月９日の
毎週金曜日、午前中１時間程度b浅間
町地区センター２階和室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e６５歳以上で１人で
会場に通うことができる方f先着１０人
（初回の方優先）g無料i会場にエレ
ベーターはありません。和室ですが、
椅子を使用しますkl５月１６日（月）
午前９時から電話で介護福祉課地域ケ
ア係☎４７０・７７７７（内線２５０２）へ
お子さんの予防接種
①日本脳炎（特例措置）
　日本脳炎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７年４月２日～１９年４月１日
生まれの）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。２８年度は次の
方を対象に勧奨を行っています。
　e１６歳（１２年４月２日～１３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。２８年度は、次の対象者へ
４月に個別通知を発送しました。
　e第１期＝２７年４月１日～２８年３月
３１日生まれの方▼第２期＝２２年４月２
日～２３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
知しています。対象者で通知が届かな
い場合は、健康課予防係☎４７７・００３０
へ問い合わせてくださいl同係

燃 や せ な い ご み
　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

燃 や せ る 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

　　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

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…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）

 

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。
 

　☆絵本だいすき＝a５月２０日（金）
午前１１時～１１時２０分e２歳～４歳児d
渡辺和子氏、中林のり子氏
　☆音楽の日＝a２２日（日）午後２時
半～３時半cリズム遊び。ハンドベル
を使って音を楽しもうe幼児～高校生
年代d春田直江氏k当日受け付け
　☆ひよこタイム＝ac２４日（火）午
前１０時半～１１時が「絵本の読み聞かせ、
わらべ歌など」。１１時～正午が「親子の
触れ合いタイム」e０歳～１歳児
　☆ベビーヨガ＝a２７日（金）午前１０
時半からe２カ月～６カ月児とその保
護者d崎田千佳子氏k受け付け中
 

　☆囲碁教室＝a５月１８日（水）午後

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

３時からe小・中学生d市囲碁連盟
　☆幼児のつどい＝ac１９日（木）が
「遠足（六仙公園）」（雨天の場合は
「ミニシアター」）、午前１０時５０分現地
集合、午後０時１５分解散予定。弁当・
水筒・おやつ・敷物持参。２６日（木）
午前１０時半～１１時半が「マット遊び」
e幼児j１９日の午前中は遠足のため閉
館します。午後１時から開館
　☆おはなしの日＝a２５日（水）午前
１１時～１１時半c手遊び、絵本の読み聞
かせe幼児
　☆赤ちゃんといっしょ！だっこでお
はなし＝a２７日（金）午前１０時半～１１
時c絵本の読み聞かせとわらべ歌e０
歳児とその保護者
　☆お母さんのための講座「リラクセ
ーションヨガ」＝a６月９日（木）午
前１０時～１０時４０分と１０時５０分～１１時半
f各回１０組d aki 氏h飲み物、タオルj

アキ

動きやすい服装で（タイツ、ストッキ
ング不可）k５月１７日（火）午前９時
から本人が申し込み（電話可）

　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。

6
土金木水火月日

４４３２１

１１１１１０９８７６５５

１１８８１７１６１５１４１３１１２２

２２５５２４２３２２２１２０１１９９

３０２９２８２７２２６６

5
土金木水火月日

７７６５５４４３３２１１

１１４４１３１２１１１０９８８

２２１１２０１９１８１７１６１１５５

２２８８２７２６２５２４２３２２２２

３１３０２２９９

「広報ひがしくるめ」のこの場所に
広告を掲載しませんか

　▼発行部数　約５万３,６００部（市内全
戸配布）▼掲載料　１枠（１号当たり）
４万円▼ご注意　広告デザインは広告
主で作成していただきます▼規格　縦
９８mm×横５６mm、カラー刷り▼掲載号　
８月を除く各月１５日号（１月は７日号）
　申し込みは、所定の申込書（秘書広
報課〈市役所４階〉で配布中）に必要
事項を記入の上、〒２０３－８５５５、市役
所秘書広報課宛て郵送、電子メール
（hishokoho@city.higashikurume.lg.
jp）、ファクス（４７０・７８０４）、または直
接同課へ持参してください。
　※申込書は市ホームページからも取
得できます。
　詳しくは同課☎４７０・７７０８へ。

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 必ず保険証をご持参ください

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となります。
　５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）
　５月２９日＝山口内科・呼吸器科クリニック（本町３－１２－２、緯４７２・２３８６）
【歯科】
　５月１５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）
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）
　５月１５日・２９日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　５月２２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）
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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。
　☆なかよし広場＝a５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、気軽に育児の情報
交換をしたり、ボランティアと一緒に
遊びましょう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
　☆わくわく赤ちゃん広場＝ace
５月２５日が「はいはいの会」、７カ月～
１２カ月児とその保護者。６月１日が「ね
んねの会」、６カ月未満児とその保護者。
いずれも水曜日の午前１０時～１１時半h
バスタオルj保育あり（先着３人）。５
月１６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＝a６月７
日（火）午前１０時～正午e乳幼児とそ
の保護者f先着２０組h裁縫箱、はさみ
j保育はありませんk５月１６日（月）
午前１０時から同センターへ
　☆子育て支援者講座「子どもの生き
る力を伸ばすおもちゃと遊び」＝a６
月２３日（木）午前１０時～１１時半b生涯
学習センター集会学習室１・２e市内
在住の子育て中の方f６０人dおもちゃ
コンサルタントマスターの山口裕美子
氏g無料j保育あり（先着２０人、要予
約）kl５月２５日（水）午前１０時から
同センターへ
 

　乳幼児とその保護者が安心して楽し
く遊べる場です。ママ友達をつくる手
伝いもしています。子育て家庭の親子
の交流の場、子育て事情が聞ける場・
相談の場、学びの場としてご利用くだ
さい。
◎開館日
　月曜～金曜日（祝日、年末年始は休
館です）。
◎館内の紹介
　館内施設の利用時間は午前９時半～
午後４時です。
　▼乳児室＝授乳コーナー・赤ちゃん
コーナー（畳）、赤ちゃんが安心して遊
べるお部屋です▼幼児室＝ままごと・
絵本・積み木・ブロックコーナーがあ
ります▼地域活動室＝子育てグループ
づくりやサークル活動に、午前・午後
各２時間、無料で貸し出します（要予
約）▼飲食室＝昼食・おやつにご利用
ください。ポット、電子レンジがあり
ます
◎赤ちゃん・ふらっと
　授乳・おむつ替えにご利用ください
（午前８時半～午後５時）。
◎事業案内
　▼赤ちゃん広場＝第１金曜日▼ちび

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

っこ育児講座＝第２金曜日▼なかよし
広場＝第一小学校が第３火曜日。第六
小学校が第２・第４火曜日（詳細は広
報紙に掲載予定です）
　☆赤ちゃん広場＝a６月３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。体重測定や育児相
談を受けますe０歳児とその保護者h
バスタオルk当日直接会場へ
　☆ちびっこ育児講座＝a６月１０日
（金）午前１０時～１１時半c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e１・２歳児とその保護者
f先着１０組j保育ありk６月１日（水）
午前９時半から同センターへ
　☆育児講座「親子でわくわくヨガ体
験」＝ae６月１６日（木）午前１０時１０
分～１０時４０分が１人でお座りできる月
齢～よちよち歩きができる子とその保
護者。１１時～１１時半がしっかり歩ける
月齢～２歳６カ月児とその保護者b生
涯学習センター和室c親子で身体をほ
ぐし、育児や家事の疲れを癒しましょ
うf各回１５組dベビーマッサージ協会
キッズヨガ認定講師の渡辺直子氏
kl５月２６日（木）午前９時半から同
センターへ
 

おかあさんと絵本
　赤ちゃん向け絵本の紹介と読み聞か
せをします。本を通して、お子さんと
楽しい時間を過ごしませんか。
　a５月２４日（火）午前１０時４５分～１１
時半bけやき児童館e乳幼児とその保
護者g無料i駐車場がありませんので、
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☎４７０・８０２２
よもう！あそぼう！かがくの本
「バイキンをみてみよう」
　バイキンってどうやって増えるの？
自分の手洗いでどれくらいきれいにな
っているのか確かめてみよう。
　a５月２９日（日）午前１０時半～正午
b中央図書館１階視聴覚ホールe小学
校低学年g無料k当日直接会場へl中
央図書館☎４７５・４６４６
講演会　元法制局キャリアが教える
「法律のお作法」
～ビジネスの課題を解決するリーガル
マインドの育て方～
　社会生活に密接な「法律」。その役割
りと使い方を知れば、適切に問題を解
決する能力を身に付けることができま
す。法律の基礎知識を易しく解説し、
物事を筋道立てて考え柔軟に判断する
「リーガルマインド」を磨く講座です。
　a６月２６日（日）午前１０時～正午b
中央図書館１階視聴覚ホールe１８歳以
上の方f先着３０人d元衆議院法制局参
事で東久留米市図書館協議会委員の吉
田利宏氏g無料kl電話または直接
中央図書館☎４７５・４６４６へ

 

　☆赤ちゃんひろば＝ac５月１８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。２５日が「ベ
ビーマッサージ」、講
師は渡辺直子氏、バスタオル・おむつ・
水分補給物（母乳可）を持参。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f先着２５組kベビーマ
ッサージは５月１８日（水）午前９時か
ら受け付け（電話可）
　☆幼児のつどい＝ace１９日が「５
月の誕生日会と新聞紙遊び」、２歳～４
歳児。２６日が「５月の誕生日会とアジ
サイボール作り」、１歳児。いずれも木
曜日の午前１０時半から
　☆お母さんと絵本＝a２４日（火）午
前１０時４５分～１１時１５分c絵本の読み聞
かせ、手遊びなどe乳幼児とその保護
者j協力は東部図書館
　☆将棋の日＝a２５日（水）午後３時
からc将棋対局e小学生以上k当日受
け付け
　☆中学・高校生年代卓球大会＝a２７
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（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

 

　☆ぴよぴよママの会＝a５月１８日
（水）午前１０時～１１時半c助産師によ
る体重測定・育児相談などe０歳児と
その保護者jきょうだいの保育あり
（定員２人。１週間前～前日に予約）
k当日受け付け
　☆おはなしの日＝a１８日（水）午後
３時４５分～４時１５分c絵本の読み聞か
せ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＝ace１９日（木）
午前１０時半～１１時半が「お外で遊ぼう
（六仙公園）」、１歳～４歳児（合同）
現地集合、敷物・おやつ・水筒持参。
２６日（木）午前１０時半～１１時１０分が「触
れ合い遊びと５月の誕生日会」、１歳児
（うさぎ）j１９日の午前中は遠足のた
め閉館します。正午から開館
　☆ネイチャーゲーム＝a２１日（土）午
後１時２０分～４時c南沢湧水群で自然
や生き物に触れながら遊びますe小学
生f先着１５人hタオル、
水筒、帽子j汚れても
よい服装と靴でk受け
付け中
　☆ひばカフェ＝a２４日（火）午前１０
時半～１１時半cアレルギーについての
お話e乳幼児とその保護者f先着１２組
d本多美紀氏k５月１７日（火）午前１０
時から受け付け（電話可）

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り
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大学キャンパスに広がるマルチ商法
Ｑ．大学の先輩から喫茶店に呼び出
され、「簡単に儲かるサイドビジネス
がある」と投資用教材DVDの購入を
勧められた。断り切れず、消費者金
融から６０万円を借りて支払った。
DVDを視聴したが簡単に儲かると
は思えない。他の人を加入させると
紹介料が入るから、借金はすぐに返
せると言われたが、人に勧めること
はできないので解約したい。
Ａ．マルチ商法とは、勧誘により商
品やサービスなどを購入した人が、
さらに別の人を加入させると利益が
得られる仕組みの商法です。連鎖販
売取引と呼ばれ、商法そのものが禁
止されているわけではありませんが、
トラブルが多いため、法律でやり方
について厳しく規制されています。
例えば、商品や収入、契約の解除な
どについて虚偽の説明をすることを
禁じていて、そのような禁止行為を
行うと処罰の対象になります。
　相談事例のように、先輩や友人な

ど親しい人から誘われて、断りにく
い状況に陥り、軽い気持ちで契約す
ることが多いようです。最近では
SNSをきっかけに勧誘するケース
も増えています。
　「必ず儲かる」「チャレンジするこ
とが将来に役立つ」などと勧誘を受
けますが、実際は、借金だけが残る
場合がほとんどです。そればかりで
なく、借金を返すために無理な勧誘
をして自分が加害者になってしまい、
人間関係を壊す結果になることもあ
ります。安易に契約をしないよう気
を付けましょう。
　新年度が始まり、新しい生活を始
める方も多い時期です。大学などで
は毎年新入生が入学してくるので、
勧誘のターゲットにされやすく、新
たな被害者が生まれることになりま
す。
　マルチ商法では、書面を受領した
日から２０日間、無条件で解約できる
クーリングオフ期間があります。ま
た、この期間を過ぎても中途解約が
できます。困ったなと思ったら市消
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
●平日および土曜・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

　国民健康保険に加入している１８歳以上の方を
対象に、インターネットを活用した健康づくり
を応援するサイト「東久留米市国保QUPiO（ク
ピオ）」が本格稼働します。
　インターネットに接続可能なパソコンなどか
ら、次のURL（https://www.qupio.jp/higashiku
rumeshikokuho/）または右のQRコードで、こ
のサイトにアクセスすると健康診査の結果を基

にした個人別のマイページ画面を通じ、生活習
慣病予防のための健康情報が提供されます。
　このサイトの利用頻度や健（検）診受診、市
の指定した健康イベントなどに参加するとポイ
ントが付与されます。貯まったポイントは健康
関連商品などに交換できます。
　i初回のみ、「ユーザー登録」と「初回ログイ
ン設定」が必要l国民健康保険に
ついてが保険年金課☎４７０・７７３３、
特定健康診査についてが健康課
☎４７７・００１３

健康増進・サポート事業
「東久留米市国保QUPiO（クピオ）」を

ご活用ください
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パート（自己申告）・楽譜（全音版を使
用）購入希望の有無を記入の上、〒１８７
－００４１、小平市美園町１－８－５、小
平市文化振興財団「２０１６こだいら合唱
団」団員募集係宛て郵送をl同合唱団
実行委員会・石原☎０９０・４５３１・４６７３
わくわく冒険隊自然体験教室
～市体育協会主催
　楽しい野外活動を体験してわくわく
しよう。夏休みのメインイベントとし
て体験しましょう。
　a８月１日（月）～３日（水）b山
梨県立 八ケ岳 少年自然の家c星座観測、

やつがたけ

野外炊飯、野外活動、スポーツ大会を
予定e市内在住・在学で、持病がなく、
健康で団体生活ができる小学５年～中
学３年生（食物アレルギーがある方は
参加不可の場合があります）f３６人（応
募者多数の場合は抽選）g１万３,０００円
i準備会を３回程度開催します（日程
は決定次第連絡）。準備会に出席できな
い場合は参加不可となりますj説明会
を６月１９日（日）午後１時から、スポ
ーツセンター３階会議室で行いますk
５月２７日（金）までに（必着）、往復は
がきに教室名・氏名（ふりがな）・住
所・電話番号・学校名・学年・生年月
日・性別・年齢・保護者名・Ｔシャツ
サイズを記入の上、〒２０３－００１１、大
門町２－１４－３７、スポーツセンター内、
体育協会宛て郵送をl同協会事務局☎
４７０・２７２２
生涯学習センター
新生ゴダイゴ　プレミアムコンサート
　デビュー４０周年を迎え、全国ツアー
を始動したゴダイゴが東久留米に登場。
懐かしのヒット曲から最新曲まで披露
します。メンバーも１人増え、パワー
アップした新生ゴダイゴが会場を盛り
上げます。
　a８月７日（日）午後３時開演（２
時開場）b生涯学習センターホールg
前売り６,５００円、当日７,０００円i未就学児
の入場不可k前売りは７月９日（土）
午前１０時から随時、同センターで頒布
します。当日は午後１時から頒布しま
す。　※前売りで完売した場合、当日は
頒布しません。l同センター☎４７３・
７８１１
東久留米市ファミリー・サポート・
センター事業説明会
～地域子育ての助け合い・協力できる
方を募集中～
　お子さんの送迎、見守りでお困りの
方に市民の協力者がサポートする有償
の地域の助け合い活動です。
　利用希望者、協力希望者は、説明会
に参加してください。協力者は講習会
に参加後、サポート会員となり、実際
にお子さんの支援を行います。
　ab説明会＝①５月３０日（月）午前
１０時から、東部地域センター会議室２
②６月３日（金）午前１０時から、生涯
学習センター集会学習室５③６月７日
（火）午後１時半から、わくわく健康
プラザ社協会議室▼講習会＝６月下旬
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）kl同サポート・センタ
ー事務局☎４７５・３２９４へ
市社会福祉協議会
会員増強運動が始まります
　市社会福祉協議会では、市民の皆さ
んが住み慣れた家や街で安心して心豊
かな地域生活が送れるように、地域に
根ざした福祉事業を展開し、地域福祉
の推進に努めています。
　今年も多くの市民の皆さんに協議会
の趣旨や事業に賛同し、会員になって

いただけるよう、５月１５日（日）～７
月３１日（日）を会員増強運動期間とし
ています。一人ひとりの参加から「み
んなのふくしのまちづくり」が始まり
ます。ご理解とご協力をお願いします。
　▼会員区分と会費　正会員１,０００円
以上▽特別会員５,０００円以上
　l同協議会☎４７１・０２９４
 

薬湯の日“ 枇  杷 の葉湯”
び わ

　ab６月５日（日）、源の湯（東本
町７－６、☎４７１・０００５）が午後３時
半～１１時、第二喜多の湯（幸町１－５
－１０、☎４７１・２４７５）が午後３時～１０
時半j６歳以下は無料l各利用施設
「第１４回多摩ブルー・グリーン賞」
募集
　多摩地域の中小企業の活性化と地域
経済の振興に寄与することを目的とし
た顕彰制度です。優れた技術・製品を
表彰する「多摩ブルー賞」と、新しい
ビジネスモデルを表彰する「多摩グリ
ーン賞」があり、各最優秀賞に副賞１００
万円、各優秀賞に副賞５０万円を贈呈し
ます。また、受賞者限定の多摩ブルー・
グリーン倶楽部で、継続的なネットワ
ークも構築できます。
　主催は多摩信用金庫、後援は東久留
米市ほか。
　e多摩地域と周辺地域に事業拠点を
置く中小企業・個人事業主などkl９
月２日（金）までに多摩ブルー・グリ
ーン賞事務局☎０４２・３８９・１１３３へ
都立久留米特別支援学校
学校公開を行います
　a６月３日（金）午前９時半～午後
０時半b都立久留米特別支援学校（野
火止２－１－１１）c授業公開と学校施
設見学e小・中学校や高等学校の児童・
生徒・保護者、関係機関の方、その他
病弱特別支援学校に関心のある方
kl同校・副校長☎４７１・０５０２へ

ガ イ ド

 

スポーツセンター
プール一般開放中止のお知らせ
　６月５日（日）午前９時～午後６時は、
水泳大会開催のためプールの一般開放
を中止します。午後６時以降は開放し
ます。ご不便をお掛けしますが、ご理
解・ご協力をお願いします。
　l同センター☎４７０・７９００
 

東久留米駅構内の「市民ギャラリー」
がリニューアルしました
～展示作品を募集します～ 
　東久留米駅構内の「市民ギャラリー」
がリニューアルしま
した。展示スペースも
明るくなり、改札の手
前から作品を見られ
るようになりました。
　また、１０月２６日（水）
からの展示作品を募
集します。作品発表の場として、積極
的にご活用ください。
　a１週間（展示時期は抽選です）c
作品の種類＝絵画・書・写真・陶芸・
華道・手芸など▼作品の大きさ＝ギャ
ラリー内に展示できるもの（展示スペ
ース全面の縦１２０cm×横２５０cm×奥行
き２５cm以内）e市内在住・在勤・在学
の個人および市内の団体で作品の搬
入・搬出ができる方k６月１５日（水）
までに（必着）、はがき（１人１枚）に
住所・氏名（団体の場合は団体名・代
表者）・電話番号・作品の種類・内容を
記入の上、〒２０３－００５４、中央町２－
６－２３、市文化協会事務局「市民ギャ
ラリー係」宛て郵送をl同協会事務局
☎４７７・４７００
男女共同参画情報誌「ときめき」
編集委員を募集します
　公募の市民６人が企画・執筆し、年
２回発行している情報誌「ときめき」
の編集に参加してみませんか。月１回
程度、会議に参加していただくほか、
取材や地域情報の提供をお願いしてい
ます。　「ときめき」は家庭や地域、職
場で男らしさ・女らしさに縛られずに、
能力を生かしたその人らしい生き方を
実現するにはどうしたら良いかなどに
ついて、共に考えるきっかけづくりを
している情報誌です。
　e市内在住の２０歳以上の方f若干名
（書類選考および面接の上、決定。面
接は６月中旬を予定）k６月１０日（金）
までに（必着）、応募の動機を８００字程
度にまとめ、住所・氏名・年齢・電話
番号を記入の上、〒２０３－８５５５、市役
所生活文化課宛て郵送または電子メー
ル（seikatsubunka@city.higashikurum 
e.lg.jp）で送信をl同課男女共同参画
係☎４７０・７７３８
初夏の野草を観察しませんか
　初夏の空気を感じながら、野草の観
察をしませんか。この時
期はヤマホタルブクロ、
ナミキソウ、シャクなど
の野草を観察できるか
もしれません。野草に詳
しいボランティアが案内します。
　a６月１２日（日）午前１０時から（雨
天の場合は１９日）b野草園（浅間町２
－６）g無料h筆記用具k当日直接会
場へl市文化協会☎４７７・４７００

多摩六都科学館　大人のバイオカ
フェ「美味しい野菜のヒミツ」
～品種改良とDNAの関係～
　野菜のおいしさの秘密から世界の食
糧問題まで、考えるヒントは品種改良
にあります。簡単なDNA抽出実験やク
イズをしながら、先端研究の話題を交
えて紹介します。
　a６月１２日（日）午後１時半～３時
半e中学生以上f３０人dNPO法人く
らしとバイオプラザ２１主席研究員の笹
川由紀氏g入館料５００円（高校生以下の
参加者は無料）k６月１日（水）まで
に（必着）、同館ホームページから、ま
たははがきで同館宛て郵送をl同館☎
４６９・６１００
「多摩六都科学館ツアー」参加者募集
～団塊くるねっと主催
　貴重な自然が多く残る東久留米です
が、意外とそれに気付いていなかった
り、知らないことが多いと思います。
団塊くるねっとでは、多摩六都科学館
の協力により「東久留米の自然環境を
知ろう」をテーマに同館のツアーを開
催します。
　プラネタリウム投影の見学後、展示
施設「自然の部屋」「地球の部屋」を同
館のスタッフに解説していただきます。
東久留米の新たな発見を楽しんでみま
せんか。
　a６月１５日（水）午後０時半に同館
入り口前集合（雨天決行）～３時半
（以降５時まで館内見学可）f３０人
g８００円（入場料・プラネタリウム見学
料。団体割り引き適用）k５月３１日（火）
までに、氏名・住所・電話番号を団塊
くるねっと担当・石井☎０９０・５４０３・
７１７８へ電話、電子メール（kazuo-０２５-
ishii@jcom.home.ne.jp）または同担当・
石川宛てファクス（４７６・２８７２）で送
信をl同担当または市生活文化課☎
４７０・７７３８
つくってあそぼう
　「つくる」から「あそぶ」まで、自然
の素材や身近にある物を使い、手作り
した作品で遊びましょう。
　また、企画運営に参加していただけ
るボランティアも募集しています。
　a６月２５日（土）午後１時半～３時
半b生涯学習センター集会学習室４e
市内在住・在学の小学２年生以下の児
童（未就学児は必ず保護者同伴）f先
着２０人g１００円（保険代など）j企画・
運営は東久留米のびのびレクリエーシ
ョン研究会。主催は市教育委員会。主
管は市文化協会kl５月１６日（月）か
ら、電話で同協会☎４７７・４７００（第４
月曜を除く平日の午前９時～午後５
時）へ
多摩六都フェア
2016こだいら合唱団員を募集
　１２月１８日（日）に小平市民文化会館
「ルネこだいら」（小平市美園町一丁
目）で、モーツァルトの「レクイエム」
を市民オーケストラやプロのソリスト
と共に歌う合唱団員を募集します。
　a全２６回。７月６日～１２月１４日のい
ずれも水曜日、午後７時～９時１５分　
※１２月１０日（土）・１７日（土）も予定。
bルネこだいらレセプションホール他
e原則として、東久留米市、小平市、
東村山市、清瀬市、西東京市に在住・
在勤・在学の方f女声１５０人、男声５０人
d藤井 宏樹 氏他。指揮は佐藤 宏充 氏。

ひろき ひろみつ

共演は小平市民オーケストラg１万
６,０００円（学生は１万４,０００円）。　※他に
楽譜代１,５００円が必要です。k５月３１日
（火）までに（消印有効）、往復はがき
に住所・氏名（ふりがな）・電話番号・


