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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）

29.　4.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

4
土金木水火月日

１１

８８７６５４３２２

１１５５１４１３１２１１１０９９

２２２２２１２０１９１８１７１１６６

２２９９２８２７２６２５２４２３２３　
３　３００

5
土金木水火月日

６６５５４４３３２１

１１３３１２１１１０９８７７

２２００１９１８１７１６１５１１４４

２２７７２６２５２４２３２２２２１１

３１３０２９２２８８

【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２９年４月１日現在＞　人口１１６,８９７人（うち外国人１,８３４人）／前月比１３１増
男５７,１３４人／前月比４８増　女５９,７６３人／前月比８３増　世帯数５３,４２９／前月比１８６増

子ども相談
　a４月１９日（水）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k 
l電話で健康課保健
サービス係緯４７７・
００２２へ
ＢＣＧ予防接種
　a４月１９日（水）午後１時半～３時
受け付けbわくわく健康プラザe２８年
１１月生まれの乳児（生後６カ月以上１
歳になる誕生日の前日までの未接種の

乳児も接種可）j都合がつかない方は
次回５月２４日（水）でも接種できます
k当日直接会場へl健康課予防係緯
４７７・００３０
３〜４カ月児健診・産婦健診
　a４月２０日（木）午後０時半～１時
半受け付けbわくわ
く健康プラザe２８年
１２月１日～２４日生ま
れの乳児k当日直接
会場へl健康課保健
サービス係緯４７７・
００２２
献血にご協力ください
　a４月２５日（火）午前１０時～１１時半、
午後１時～４時b市民
プラザホールh本人確
認できるものk当日直
接会場へl健康課予防
係緯４７７・００３０

１歳６カ月児健診
　a４月２７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２７日
～１０月２１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
５月のプレ・パパママクラス
　これからお父さんお母さんになる方
の教室です。安心して赤ちゃんを迎え
るための知識を、
分かりやすく話し
ます。お父さんも
楽しめるプログラ
ムになっているの
で、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＝
a８日（月）午後０時半～４時

　◎プレママ・クッキング＝a１６日
（火）午前９時半～午後２時c妊娠中
の栄養と家族の食事の話、調理実習g 
５００円（食材費）
　◎お風呂の入れ方、妊婦疑似体験、
交流会＝a２０日（土）午後０時半～４時
　◎妊婦歯科健診＝a２３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）j
４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

　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。

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）

【主な問い合わせ先】（市外局番は042【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】（市外局番は042））
○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し出し）緯４７７・１１１５
○中央図書館　緯４７５・４６４６（月曜～木曜日が午前１０時～午後８時。土曜・日曜日、祝

日が午後５時まで。休館日は金曜日、第３火曜日、年末年始、特別整理休館日）
○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、祝日が午後９時半まで）
○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・０９１・１０１／緯０４２・５４８・５１１０
▼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

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。
　４月１６日＝東久留米団地診療所（上の原１－４－１１－１０３、緯４７１・２６２８）
　４月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）
　４月２９日＝山口内科・呼吸器科クリニック（本町３－１２－２、緯４７２・２３８６）
　４月３０日＝福山内科クリニック（新川町１－９－２２、緯４７０・９１７７）
【歯科】
　４月１６日・２３日・２９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）
　４月１６日・２９日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　４月２３日・３０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）

広告欄　内容については広告主にお問い合わせください
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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

29.　4.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

4
土金木水火月日

１１

８８７６５４３２２

１１５５１４１３１２１１１０９９

２２２２２１２０１９１８１７１１６６

２２９９２８２７２６２５２４２３２３　
３　３００

5
土金木水火月日

６６５５４４３３２１

１１３３１２１１１０９８７７

２２００１９１８１７１６１５１１４４

２２７７２６２５２４２３２２２２１１

３１３０２９２２８８

出が必要です。i左下表以外の医療機
関で接種した場合は、助成を受けられ
ませんl健康課予防係緯４７７・００３０
 

 

　☆おはなし会＝ae４月１５日・２２日
のいずれも土曜日、午後２時からが幼
児、２時半からが小学生c絵本の読み
聞かせ、手遊びなど
　☆幼児のつどい＝ac２０日が「小麦
粉ねんど」、２７日が「こいのぼり制作」。
いずれも木曜日の午前１０時半〜１１時半
e１歳〜４歳児
　☆絵本だいすき＝a２１日（金）午前
１１時〜１１時２０分c絵本の読み聞かせと
紹介e２・３歳児d渡辺和子氏、中林
のり子氏
　☆音楽の日＝a２３日（日）午後２時
半〜３時半c「ようこそ
１年生」をテーマに音を
楽しみます。みんなで１
年生を歓迎しようe幼
児〜高校生年代d春田直枝氏
　☆わらべうたスマイル講座＝a２６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
 

　☆のびのびぐんぐん＝a４月１８日
（火）午前１０時半〜１１時c触れ合い遊
びe１歳児とその保護者j１歳児向け
の「プレ幼児のつどい」です
　☆幼児のつどい＝ac２０日が「遊び
ランド」、２７日が「こいのぼり作り」。
いずれも木曜日の午前１０時半〜１１時半

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

e幼児
　☆だっこでおはなし＝a２１日（金）
午前１０時半〜１１時c絵本の読み聞かせ
とわらべ歌、子育ての情報交換などe
０歳児とその保護者
　☆交通安全・防犯教育の日＝a２２日
（土）午後４時からc交通安全の話e
小・中学生
　☆子どもまつり準備会＝a２６日（水）
午後３時半からc「第４４
回子どもまつり」に向け
て準備をします。オープ
ニングダンスやストラッ
クアウトを手伝ってくれ
る友だちを募集しますe
小・中学生
 

　☆おはなしの日＝a４月１８日（火）
午前１１時〜１１時半c絵本の読み聞かせ
や手遊びなどe幼児dみくりおはなし
の会
　☆赤ちゃんひろば＝acf１９日
（水）午前１０時半〜１１時半が「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。２６日（水）午前１０
時半〜１１時半が「ベビーマッサージ」、
定員先着２５組、講師が渡辺直子氏、バ
スタオル・おむつ・飲み物（母乳可）
持参、４月１９日（水）午前１０時から受
け付け（電話可）e０歳児とその保護者
　☆幼児のつどい＝ace２０日が「出
席カード作りと集団遊び」、１歳児。２７
日が「こいのぼり作り」、２歳〜４歳児。
いずれも木曜日の午前１０時半から
　☆スポーツで元気＝ae２４日（月）
午前１０時半〜正午が乳幼児、午後２時
半からが小学生以上c体操の先生と体
を動かそうk当日受け付け
　☆将棋の日＝a２６日（水）午後３時
からc対局などe小学生

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

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。２９年度は次の方を対象に
勧奨を行っています。
　e１５・１６歳（１３年４月２日〜１５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。２９年度は、次の対象者へ
個別通知を発送します。
　e第１期＝２８年４月１日〜２９年３月
３１日生まれの方▼第２期＝２３年４月２
日〜２４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
大人の風しん抗体検査・予防接種
費用の一部を助成します
　風しんは、免疫のない女性が妊娠中
に感染すると、胎児が先天性風しん症
候群になる恐れがあります。妊娠を予
定している女性や将来的に妊娠を希望

する女性は、妊娠前に免疫を持つこと
が重要です。
　市では、風しんの免疫保有状況を確
認するための抗体検査と、抗体検査の
結果、免疫が不十分であった方への予
防接種費用の一部を助成しています。
　a３０年３月３１日（土）まで（医療機
関の休診日を除く）b下表の市内実施
医療機関e①抗体検査＝妊娠を予定ま
たは希望する１９歳以上の女性②予防接
種＝抗体検査の結果が低抗体価である
１９歳以上の女性。　※風しん含有ワク
チンの予防接種歴が２回以上ある方は
対象外。k①は下表の医療機関へ予約
の上、同機関で申込書に記入し、抗体
検査を受けてください。後日、同機関
で結果を聞き、低抗体価だった方は予
防接種をご検討ください。健康課への
申し込みは不要です。②のみを希望す
る方は低抗体価（ＥＩＡ価８.０未満もし
くはＨＩ抗体価１６倍以下）が確認でき
る書類を、健康課（滝山４－３－１４、
わくわく健康プラザ内）へ持参してく
ださい。下表の医療機関へ予約し、同
課で交付する予診票を持って、同機関
で接種してくださいh保険証などの本
人確認書類、母子健康手帳（本人の接
種歴などを確認するため）、低抗体価の
確認書類g①が無料。②が麻しん・風
しん混合ワクチン１,３００円（ワクチンの
供給量により、風しんワクチン７５０円の
接種も可能）。　※生活保護受給者は無
料で接種できますが、受給証明書の提

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。

大人の風しん抗体検査および予防接種実施医療機関一覧
２９年４月１日現在

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

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

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

４２１・０９７３学園町２－１１－１４ひばりヶ丘診療所

４７９・７３００本町３－１－２３大塚小児科アレルギー科クリニック

４７１・２２９１本町３－３－２３富士見通り診療所

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

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

４６０・８５０２南沢５－１８－５０鈴木クリニック

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

４７１・０１５４前沢２－１０－９前沢医院

４７０・９１１８前沢４－３１－４たきぐち内科クリニック

４６０・０５３１南町１－６－１１尾町内科クリニック

４７３・１１１７滝山７－３－１７長生医院

４７２・８１８１滝山７－１５－１６飯田医院

４７３・７３５５下里７－６－２大波クリニック

　「Nobody's perfect〜完璧な親なんて
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。お互いの悩み
や育児について、みんなで話し合い、
自分に合った子育ての仕方を学び合い、

一人で悩まずママ友達を作って楽しい
子育てをしましょう。
　a全６回。６月７日〜７月１２日の毎
週水曜日、午前１０時〜正午
b生涯学習センターe市
内在住の乳幼児を子育て
中で全６回参加できる方
f先着１５人g無料j保育
ありkl４月２４日（月）からセンター
上の原緯４２０・９０１１へ

中部地域ＮＰ講中部地域ＮＰ講座座

晦

界

海

皆

械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械

械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械械
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だ分かっていませんが、胃の動き
（ 蠕動 運動）の不調や、胃酸の出過ぎ、

ぜんどう

ストレスなどにより、胃の機能が低
下したり過敏になり、胃もたれや胃
痛などの症状が起きたりすると言わ
れています。
　機能性胃腸症の治療は、胃酸を抑
える薬や胃の動きを改善する薬を服
用することで、症状が改善します。
また、暴飲暴食を避け、バランスの
良い食事を心掛けることも重要です。
ストレスにより、この病気が悪化す
ることがありますので、しっかり睡
眠を取り、気持ちを安定させること
が必要です。
　胃や腸の不調が続いている方は、
消化器科や胃腸科で相談してくださ
い。

（東久留米市医師会）

　胃もたれや胃痛、腹部の膨満感な
ど、胃腸の不快な症状を経験したこ
とがある方は多いと思います。数日
で改善することがほとんどですが、
症状が続くために、病院や診療所を
受診し、胃カメラ検査やバリウム検
査を受けたことがある方もいるでし
ょう。検査をして、逆流性食道炎や
胃潰瘍と診断された方や、慢性萎縮
性胃炎でピロリ菌の除菌治療をして、
症状が改善した方もいるかもしれま
せん。しかし、実際は胃もたれなど
の胃の症状があって胃カメラ検査な
どをしても、胃の中はきれいで、何
も異常がない方が一番多いのです。
　検査で異常がなくても、胃や腸の
症状が続いている場合には、機能性
胃腸症の可能性があります。
　機能性胃腸症の明らかな原因はま

№１７２　機能性胃腸症
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屋台、バザーなど、子どもから大人まで、
サッカーをやっていない方も楽しめる
催しが盛りだくさんです。当日は募金
箱を設置し、集まった募金と屋台の売
り上げの一部を日本赤十字社に寄付し
ます。
　a４月２９日（祝）午前１０時〜午後２
時b東久留米総合高等学校k当日直接
会場へl同協会・水越緯０９０・１４２７・
８１９７
第89回ソフトテニス市民大会
〜市ソフトテニス連盟主催
　a①一般の部＝５月４日（祝）午前
８時半開会（予備日は５日）▼②中学
生の部＝２０日（土）午前８時半開会
（予備日は２７日）b①が市立テニスコ
ート②が市立・滝山の各テニスコート
c種目は①が男子の部、女子の部、壮
年（４５歳以上男子）の部②が男子の部、
女子の部e市内在住・在勤・在学・在
クラブの方g①が１チーム１,０００円②
が１チーム５００円k４月２１日（金）まで
に（必着）、はがきに住所・氏名・年
齢・電話番号・参加種目を記入の上、
〒２０３－００３３、滝山１－６－１３、井部
誠二宛て郵送をl同連盟・井部緯４７５・
８２７９
シニアスポーツ振興事業
「ターゲットバードゴルフ体験会」
〜都・都体育協会・市体育協会主催、
ターゲットバードゴルフ協会主管
　ピッチング１本で１８ホールを回るミ
ニゴルフ。健康維持・増進に最適なス
ポーツです。
　a５月８日（月）午前９時半〜正午
（予備日は１５日）、２５日（木）午前９時
半〜正午（予備日は３１日）b滝山球場
e市内在住で６０歳以上の方g無料i車
での来場はご遠慮ください。用具の貸
し出しがありますk当日直接会場へl
市体育協会緯４７０・２７２２またはターゲ
ットバードゴルフ協会・児玉緯４２２・
３８４８
子どもの体力運動能力向上事業
タグラグビー教室・空手教室
　運動が苦手な学校体育以外で運動す
る機会のない小学生を対象に、運動の
楽しさを感じて、以後継続的に運動す
る意欲につながることを目指します。
①タグラグビー教室
　a全８回。５月９日〜７月１１日のい
ずれも火曜日、午後４時〜５時（６月
１３日・２０日は休み）e小学１・２年生
②空手教室
　a全８回。５月１０日〜６月２８日のい
ずれも水曜日、午後５時〜６時e小学
１年〜４年生
《①・②共通事項》
　bスポーツセンターf各教室２０人
（応募者多数の場合は抽選）g無料i
ラグビーや空手の習得が目的ではあり
ません。事業の趣旨を理解していただ
き、申し込んでください。①と②の両
方に申し込みは可能ですが、応募者多
数の場合は片方としますkl４月２０
日（木）までに電話で同センター緯４７０・
７９００へ
市民ハイキング
新緑の尾根を歩きましょう
〜市山岳連盟主催
　a５月１４日（日）午前７時に東久留
米駅２階改札口前集合（雨天中止。雨
天の場合は前日午後７時ごろまでに連
絡）b行き先は道志山系扇山（標高
１,１３８ｍ）。コースは東久留米駅（電車）
→中央線鳥沢駅（バス）→梨の木平→
つつじ群生地→扇山→大野貯水池→
 四方津 駅（電車）→東久留米駅。歩行
しおつ

時間は約４時間半e中学生以上g８００

円（保険代を含む）および交通費実費
（約２,５００円）h弁当、飲み物、雨具、
手袋ほかi山道に適した底の厚い靴で
参加をkl４月２８日（金）までに同連
盟・岩田緯０４２・３９２・３７０８（午後７時
〜８時）へ
第18回女子オープンダブルス卓球
大会
〜市卓球連盟主催
　a５月１４日（日）午前９時半から
（９時開場）bスポーツセンターc競
技方法は、３・４組による予選リーグ
戦の後に上位１・２位、下位３・４位
の決勝トーナメント。現行の日本卓球
協会制ルールを準用します。ニッタク
プラスチックボールを使用g１組
２,０００円k４月２０日（木）までに（必着）、
参加費を現金書留または小為替で、〒
２０３－８７９９、東久留米郵便局、山田弘
子宛て郵送をl同連盟・木村緯４７４・
８４４８または山田緯４７３・１４５９
第７回市民テニス大会・団体戦
〜市テニス連盟主催
　a５月１６日（火）（予備日は２３日）b
市立・滝山・小山の各テニスコートc
種目は団体戦（女子・男
子）。１チーム（３ペア）
６人以上e市内在住・在
勤・在学・在テニススク
ールの方g１チーム
６,０００円i試合時間・会場
などは、後日代表者にお知らせします。
申し込み後の返金はできませんk５月
６日（土）までに、郵便振替（００１９０
－２－６３２３６９、加入者名・東久留米市
テニス連盟）で、通信欄に代表者（郵
便番号・住所・氏名・参加種目、在勤・
在学の場合は勤務先・学校名）、メンバ
ーを記入の上、参加費を振り込んでく
ださい。また、連盟役員への直接申し
込みもできますl女子が同連盟・真庭
緯４７６・１５５４、男子が佐々木緯４７３・００７９
（いずれも夜間）

 

　☆おはなしの日＝a４月１９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＝ae２０日（木）午
前１０時半〜１１時１０分が１歳児（うさぎ）。
２７日（木）午前１０時半〜１１時１５分が２
歳〜４歳児（あひる）cこいのぼり作り
　☆すくすく広場＝a２４日（月）午前
１０時半〜１１時半cベビーマッサージe
１歳までの乳児とその保護者f先着２０
組dベビーマッサージ協会認定講師の
渡辺直子氏hバスタオル、おむつk４
月１７日（月）午前１０時から受け付け
（電話可）
　☆交通安全・防犯教育の日＝a２９日
（祝）午後３時半からc新学期を迎えて
の交通安全と防犯の話e４歳児（保護
者同伴）〜高校生年代k当日受け付け
　☆ひばり食堂＝a５月６日（土）午後
５時半からcおにぎりとみそ汁を作り
ますe中学・高校生年代f先着１０人k
４月２２日（土）午前１０時から受け付け
 

 

　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＝a４月２１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「はいはい
の会」＝a４月２６日（水）午前１０時〜
１１時半e７カ月〜１２カ月児とその保護
者hタオルj保育あり。先着３人。要
予約k当日直接会場へ
　☆手作り布おもちゃの会＝a５月２
日（火）午前１０時〜正午e乳幼児とそ
の保護者h縫い針、はさみj保育はあ
りませんk４月２４日（月）午前１０時か
ら同センターへ
 

　☆育児講座「親子でリフレッシュ」
＝a５月１８日（木）①午前１０時〜１０時
半②１０時４５分〜１１時半
b生涯学習センター和
室c親子でいい汗をか
いてリフレッシュしま
しょうe①が２カ月〜
６カ月児とその保護者②が７カ月〜１２
カ月児とその保護者f各回先着１５組d
ＯＫＪエアロビクスファミリー所属の
岡田陽子氏k４月１７日（月）から同セ
ンターへ
　☆ちびっこ育児講座＝a５月１９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k５月１日（月）
午前９時半から同センターへ
 

図書館フェス2017
　今年のテーマは「本のセカイ〜図書
館のドアをひらくとひろがる世界」。本

（ ）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

に関わる人が集い、本の世界の広がり
を知り、読書の楽しみを深めるイベン
トです。小さな図書館の館長になった
らという構想を一箱に詰め込んだ「ひ
とハコ図書館」をはじめ、子どもから
大人までみんなで楽しめる催しがあり
ます。
　a５月２０日（土）・２１日（日）の午前
１０時〜午後５時b中央図書館視聴覚ホ
ールc紙に描くあなたの「ひとハコ図
書館」を募集＝いただいた応募用紙を
当日会場に掲示します。応募用紙は中
央・滝山・東部・ひばりが丘の各図書
館で配布中です▼ワークショップ＝２０
日（土）午前１０時半〜正午、「セカイ」
をテーマに本などを使って会場の棚に
「ひとハコ図書館」を作ります。定員
先着９人。申し込みは４月１９日（水）
午前１０時から電話または直接中央図書
館へ▼講演会「図書館をめぐる旅〜世
界編」＝２１日（日）午後１時〜３時、
講師が旅したいろいろな国のスライド
を見ながら、視点を変えて世界をのぞ
いてみませんか。講師は中央大学職員
の梅澤貴典氏。当日直接会場へ▼その
他＝本や図書館を楽しむための企画を
予定しています。詳細は図書館ホーム
ページまたは配布チラシをご覧くださ
いl同館緯４７５・４６４６
こどもの読書週間
「小さな本の大きなせかい」
　４月２３日（日）〜５月１４日（日）は、
こどもの読書週間です。この機会にぜ
ひ近くの図書館へ。
《共通事項》g無料
i各会場には駐車場
はありません。車で
の来館はご遠慮くだ
さいl電話または直接各館へ
◎中央図書館緯４７５・４６４６
　☆展示　はっけん東久留米「東久留
米の江戸時代」「藤沢周平と東久留米」
＝a４月１９日（水）〜７月１７日（祝）
の午前１０時〜午後８時（土曜・日曜日、
祝日は午後５時まで。毎週金曜・第３
火曜日は休館）b２階展示コーナーc
昔から農村地帯であった東久留米は、
江戸時代初期の新田開発で大きく発展
しました。当時の村の様子など、東久
留米の江戸時代を図書館所蔵の資料な
どで紹介します。併せて、今年１月に
没後２０年を迎えた藤沢周平氏と東久留
米の関わりも紹介します
　☆よもう！あそぼう！かがくの本＝
a５月１４日（日）午前１０時半〜１１時半
b視聴覚ホールc科学の絵本の読み聞
かせや、ぬれたりしみこんだりする「水
の性質」をテーマに簡単な実験を行い
ます。また、水性ペンを使ったクロマ
トグラフィーでしおりを作りますe小
学校低学年k当日直接会場へ
◎滝山図書館緯４７１・７２１６
　☆わくわくおはなし会＝a５月６日
（土）午後１時半から（１時から受け
付け）b滝山児童館集会室c人形劇や
絵本の読み聞かせe幼児〜小学校低学
年（保護者同伴可）k電話または直接
同館へ
 

東北支援チャリティサッカーフェ
スティバルIN東久留米
〜市サッカー協会主催
　東日本大震災で甚大な被害を受けた
東北の復興を願い、東久留米のサッカ
ーファミリーが、２０１１年から開催して
いるイベントです。アトラクション、
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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

29.　4.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

4
土金木水火月日

１１

８８７６５４３２２

１１５５１４１３１２１１１０９９

２２２２２１２０１９１８１７１１６６

２２９９２８２７２６２５２４２３２３　
３　３００

5
土金木水火月日

６６５５４４３３２１

１１３３１２１１１０９８７７

２２００１９１８１７１６１５１１４４

２２７７２６２５２４２３２２２２１１

３１３０２９２２８８

ティから＝書籍紹介、男女平等推進セ
ンター事業▽男女平
等推進センター移転
のお知らせj配布場
所は市民プラザ、生活
文化課・男女平等推進
センター（いずれも市
役所２階）、市内公共
施設などl同課緯４７０・７７３８
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シック音楽に触れてみませんか。
　a５月２７日（土）午後２時開演（１
時半開場）b生涯学習センターホール
c出演は東久留米市演奏家協会ほか
f５００人g無料（要整理券）k整理券は
４月１５日（土）から生涯学習センター、
市民プラザ、西部・南部・東部の各地
域センター、わくわく健康プラザで配
布しますl生涯学習センター緯４７３・
７８１１
 

直売所農さんぽマップが
新しくなりました
　市内には、野菜や果物、花などを農
家の庭先などで販売する直売所が多数
あります。どの直売所も、採れたての
新鮮で安全安心な農
産物を地元の農家が
販売し、利用者に喜
ばれています。
　市では、市内の農
業について身近に感
じていただくため、
市内８４カ所の直売所を地図付きで紹介
した冊子「東久留米市直売所農さんぽ
マップ」（全６２ページ）を改訂しました。
　同マップを片手に、家族や友人の皆
さんと市内の見どころを散策しながら、
農産物の購入にご利用ください。
　b配布場所＝産業政策課（市役所６
階）、市民課（同１階）、上の原・ひば
りが丘・滝山の各連絡所、東部・南部・
西部の各地域センターなどc農産物直
売所の紹介、東くるめの野菜レシピ、
名所・旧跡のご案内などl産業政策課
緯４７０・７７４３
29年度〜31年度の市民農園利用者
を引き続き募集しています
　２９年度からの市民農園の利用者募集
の受け付けを行っていますが、４月１
日現在において、応募総数が募集区画
数に達していません。
　空きがある農園は、小山農園（小山
三丁目）、幸農園（幸町二丁目）、金山
農園（金山町一丁目）、下里農園（下里
二丁目）、浅間農園（浅間町二丁目）、
神宝農園（神宝町一丁目）の６園です。
　随時申し込みを受け付けていますの
で、ぜひご応募ください。
　i定員に達した後は補欠での受け付
けになりますj運営方法などについて
詳細は募集案内をご覧ください。募集
案内・申込書は産業政策課農政係（市
役所６階）で配布中のほか、市ホーム
ページからも取得できますk「市民農
園利用申込書」に必要事項を記入の上、
〒２０３－８５５５、市役所産業政策課農政
係宛て郵送または直接同係へ持参して
くださいl同係緯４７０・７７４３
30年「成人の日のつどい」の
日程が決定しました
　市では毎年、新成人の新しい門出を
祝福し、「成人の日のつどい」を開催し
ています。式典は、会場の都合により、

中学校の通学区域で分けて２回行いま
す。
　a３０年１月８日（祝）b生涯学習セ
ンターホールe平成９年４月２日〜１０
年４月１日生まれの方c１回目＝午前
１０時半から、久留米中・西中・南中の
通学区域の方▼２回目＝午後１時半か
ら、東中・大門中・下里中・中央中の
通学区域の方l市文化協会緯４７７・
４７００または生涯学習課生涯学習係緯
４７０・７７８４
平和への思いを込めた千羽鶴を
受け付けています
　市では、平和事業として、原爆が投
下された広島市・長崎市に、平和への
思いを込めた千羽鶴を毎年７月末に届
けています（千羽鶴は年間を通して受
け付けています）。今年は６月１９日（月）
までに頂いた千羽鶴を市役所で飾った
後（７月上旬〜中旬を予定）に届けま
す。
　a受け付けは平日の午前８時半〜午
後５時１５分（正午〜午後１時を除く）
b総務課（市役所４階）i必ず糸につ
ないだ状態で持参してください。糸に
つながれていない折り鶴は受け付ける
ことができませんj折り紙が必要な方
は、同課にご相談ください（数に限り
があります）l同課緯４７０・７７１４
防犯ボランティア団体・わんわん
パトロール隊員を募集します
　安全で安心して暮らすことのできる
住みよいまちづくりを
目的に「自分たちのまち
は、自分たちで守ろう」
と考えている団体・事業
者（防犯ボランティア団
体）のほか、愛犬の散歩
をしながら地域や子どもの安全を見守
るボランティア（わんわんパトロール
隊員）を随時募集・登録しています。
◎防犯ボランティア団体などに防犯用
品をお貸しします
　▼防犯ボランティア団体＝腕章、誘
導灯（合図灯）、パトロールベスト、車
用マグネットシール▼わんわんパトロ
ール隊＝わんパト腕章、わんパトリー
ド標、わんパトバンダナ、わんパトバ
ッグ、パトロールベスト、スイングボ
ーン。　※防犯ステッカー（大＝３０唖
×２０唖、小＝９唖×９唖）も随時配布
しています。
l防災防犯課防災防犯係緯４７０・７７６９
くるくるチャンネル
「市民レポーター」を募集します
　東久留米のふれあい情報サイト「く
るくるチャンネル」では、地域の出来
事・風景、コミュニティサイトに掲載
されているイベントに参加した感想な
ど、地域に関わる情報を発信する「市
民レポーター」を募集しています。
　お役立ち情報や面白い情報などを発
信してみませんか。任期は２年です。
　klくるくるチャンネル事務局（htt
p://kuru-chan.com/）緯４５７・３０００また
は生活文化課緯４７０・７７３８へ

 

第23回春の祭典2017水と緑のまち
〜この道ひとすじに〜
　毎年、春に開催する市文化協会によ
る文化祭です。ホール
での発表と展示、多彩
な催し、長年交流を続
けている高崎市文化協
会榛名支部からの参加
もあり、楽しい２日間
の催しです。
　a４月２２日（土）・２３日（日）のいず
れも午前１０時〜午後５時b生涯学習セ
ンター、中央図書館視聴覚ホールc特
別企画・式典・高崎市文化協会榛名支
部発表　２２日（土）午後０時４５分から、
同センターホールで▽特別企画①伝統
文化親子太鼓教室with楽鼓「和太鼓」
▽式典▽高崎市文化協会榛名支部舞台
発表（ 箏 と尺八、雅楽、歌謡）▽だる

こと

ま贈呈式（贈呈式後、抽選で２０人にだ
るまをプレゼント）▽特別企画②Ｍ²ス
ポーツ新体操ほか▼各部門　▽発表部
門＝邦楽、吹奏楽、合唱、親子ブラス
バンド、童謡、吟詠、一芸、舞踊、歌
謡、フラダンス、阿波踊り、ヒップホ
ップダンス、太鼓▽展示部門＝華道、
盆栽、パッチワーク、きり絵、絵てが

み、手あみ、高崎市文化協会榛名支部
作品▽催し部門＝お茶会、将棋大会、
囲碁大会、句会、朗読g無料jプログ
ラムは各団体・サークルで配布します
k当日直接会場へl同協会事務局緯
４７７・４７００（月曜〜金曜日の午前９時
〜午後５時）
アンコールシネマ
「マイライフ・アズ・ア・ドッグ」
～男女平等推進センター主催
　「シネマｄｅおしゃべり」で好評だっ
た作品のアンコール上映とおしゃべり
を楽しみます。
　a５月１３日（土）午前１０時半〜午後
０時半b中央図書館視聴覚ホールc映
画紹介＝１９５０年代のスウェーデンを
舞台につづられる、短い夏の記憶、最
愛の母との思い出。いつか子どもの時
間が終わり、大人への第一歩を踏み出
してゆく少年の姿をみずみずしく描き
出す。かつて子どもだったすべての大
人たちに贈る珠玉の作品。監督はラッ
セ・ハルストレム。１９８５年。１０２分。
スウェーデンf３０人（要予約）g無料
kl４月１７日（月）から電話（４７２・００６１）
または直接同センター（市役所２階）
ヘ
みんなのクラシックコンサート
〜初夏の音色〜
　市民有志の会「まろにえコンサート
クラブ」と協働で開催している「みん
なのクラシックコンサート」が、今年
も華やかに開催されます。気軽にクラ

同
マ
ッ
プ
の
表
紙

　a発行日は３月３１日c▽特集＝自
分らしい働き方・暮らし方害それぞ
れの選択害▽ときめきインタビュー
＝自分らしく夢を紡ぐ川辺の暮らし
〜「東のくるめ」当世漫画家ナチュ
ラルライフ〜▽フィフティ・フィフ

男女共同参画情報誌「ときめき」男女共同参画情報誌「ときめき」 
第58号を発行しまし第58号を発行しましたた

ガスの小売りが全面自由化されま

す

Ｑ.　電力に続き、ガスの小売りも自
由化されると聞きました。何か利点
はありますか。
Ａ.　昨年４月の電力の自由化に続
き、今年の４月から、ガスの小売りも
自由化されました。各家庭にガスボ
ンベを配送するLPガス（プロパンガ
ス）はすでに自由化済みなので、都市
ガスの小売りが対象です。従来は各
地域で、特定のガス事業者としか契
約できませんでした。しかし自由化
後は、消費者が事業者を選べるよう
になり、料金の引き下げや、サービス
の拡充につながると期待されていま
す。
　新規参入の小売り事業者は、既存
のガス事業者のガス管を利用して各
家庭にガスを供給します。新規事業
者に切り替えた場合、家庭内のガス
器具の点検はこの事業者が担当しま
すが、ガス管の保守点検、災害やガス

漏れなどの緊急対応は、従来通り、既
存の大手ガス事業者が行います。
　契約切り替えを考える際には、事
前に契約内容を確認し、不明な点は
きちんと理解してから契約してくだ
さい。契約によっては、電力とセット
になっていたり、複数年使い続ける
契約となっており、期間中に解約す
ると違約金が掛かる場合などがあり
ます。LPガスなどから変更するには、
ガス管の工事費用を請求されること
もあります。現在契約している事業
者の料金体系や契約内容も確認し、
十分に比較検討してください。　
　昨年の電力自由化では、新たな機
器の購入を持ち掛ける便乗商法や、
電力会社を名乗って個人情報を聞き
出そうとする事案がありました。従
来の都市ガス利用者なら、新たな機
器の購入は必要ありません。ガス会
社や代理店を名乗る電話があっても、
すぐに個人情報などを伝えず、該当
の会社に確認してください。　
　不明な点や困ったことがあったら、
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

「
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き
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号
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すので、ご協力をお願いします。
　iプラムポックスウイルス（PPV）
は、ウメ・モモなどサクラ属の植物に
感染するものであり、人や動物には感
染しません。また、感染している果実
を食べても健康に影響はありませんl
都農業振興事務所緊急防除対策担当緯
０４２・５４８・４８８１または農林水産省横浜
植物防疫所国内検疫担当緯０４５・２８５・
７１３５
都立六仙公園親子スポーツ教室
　ボールや縄跳びを使い、親子で楽し
くコミュニケーション取りながら、子
どもの運動能力を育みます。
　a毎月第４火曜日午前１１時〜１１時４５
分b都立六仙公園（中央町三丁目）e
２歳〜４歳の未就園児とその保護者f
先着２０組g２００円（保険代など）h着替
え、飲み物などj運動できる服装で
kl都立野川公園サービスセンター
緯０４２２・３１・６４５７へ
ＪＡ東京みらい
東久留米地区「春の農業まつり」
　a４月２９日（祝）午前９時〜午後３
時（雨天決行）bＪＡ東京みらい東久
留米支店（幸町３－７－２）c東久留
米市産の野菜・野菜苗・花・植木の販
売、生産者による農業相談コーナー、
模擬店i駐車場はありません。近くの
コインパーキングをご利用くださいl
同支店指導経済課緯４７５・００２２
佐々総合病院　市民公開講座
　a４月２０日（木）午前１０時〜１１時b
佐々総合病院３号館４階ホールcd
「脳ドックでなにがわかる？〜佐々の
脳ドックが生まれ変わります〜」、講師
は同病院副院長脳神経外科部長で医師
の島田篤氏。「家庭でできる脳卒中予防
の秘けつ」、講師は同病院脳神経外科医
師の武田勝氏g無料i会場の収容人数
に限りがありますので、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
立川防災館
ゴールデンウィーク特別企画
　立川防災館では、４月２３日（日）〜
５月７日（日）のゴールデンウィーク
に合わせてイベントを予定しています。
①パネル展示
　a４月２３日（日）〜５月７日（日）
c東京消防庁立川防災施設（航空隊、
消防救助機動部隊、多摩司令室、立川
消防署など）の紹介
②家族で出場！火災現場に急行せよ！
　a５月３日（祝）・４日（祝）のいず
れも午前１０時からと１１時からの２回c
ミニ防火衣を着て、家族と共に仮想の
現場へミニ電動自動車で走行した後、
消火器や屋内消火栓で初期消火体験を
しますe小学生以下のお子さんとその
保護者f各回先着１５組k５月２日（火）
までに電話で同館へ
③ハイパーレスキュー隊見学会
　a５月５日（祝）午前１０時からと１１
時からの２回（同館集合）c同館に隣
接するハイパーレスキュー隊の見学会
を実施します。高度な技術を誇る消防
演技や普段見られない特殊な消防車両
の展示を行いますe小学生以下（保護
者同伴）i見学会のための駐車場は、
用意していません。公共交通機関を利
用してください。大規模災害などが発
生した場合および雨天・荒天の場合は
中止します（開催・中止のお知らせは、
同館ホームページに掲示します）。事前
に入場を制限する場合がありますので、
ご了承ください
《①～③共通事項》
　b同館（立川市泉町１１５６－１）j休
館日は４月２７日（木）、５月８日（月）・
１１日（木）・１８日（木）・１９日（金）・２５
日（木）l同館緯０４２・５２１・１１１９、同
館ホームページ（http://www.tfd.metro. 
tokyo.jp/hp-ttbskan/）

小山茶園サポーターズクラブ
メンバーを募集します
　市内に茶畑があるのをご存じですか。
「小山茶園」は、市の北部の小山地域
に広がる「小山緑地保全地域」の一角
にあります。お茶と自然を愛する市民
や近隣住民のボランティアで管理し、
毎年おいしいお茶を作っています。今
年も新しいメンバーを募集します。春
には紅茶教室、秋にはお茶会などの楽
しいイベントも行っています。興味の
ある方は、ぜひご入会ください。
　a３月〜１０月の第２・第４土曜日、
午前９時半〜１１時ごろb小山緑地保全
地域内（小山１－１６、下図参照）g３００
円（保険代）kl電話で生活文化課緯
４７０・７７３８へ

くるめボランティア・市民活動フェ
スタ2018実行委員を募集します
　市社会福祉協議会と市では、ボラン
ティア活動や市民活動に関わる個人や
団体の皆さんの知恵と力を持ち寄り、
実行委員会形式でイベントを開催して
います。
　次回、３０年２月の開催に当たり、実
行委員を募集します。職業や年齢、個
人か団体などは問いません。あなたの
アイデアと力を貸してください。
　a企画会議＝８月〜３０年３月の平日
の日中、月１回c活動内容＝イベント
企画、参加団体の募集、広報や会場設
営など運営の中心役を担いますeボラ
ンティア活動や市民活動の啓発・参画
を推進する趣旨に賛同する個人・団体
で、会議に出席できる方f１０人（応募
者多数の場合は選考）kl６月１日
（木）までに同協議会ボランティアセ
ンター緯４７５・０７３９または生活文化課
緯４７０・７７３８へ
社会保険労務士による無料相談会
　a４月２６日（水）午後１時半〜４時
b市役所１階屋内ひろばc相談内容＝
年金、社会保険（健康保険、雇用保険、
介護保険）、労働問題（賃金未払い、解
雇など）f５人程度g無料k当日直接
会場へl生活文化課緯４７０・７７３８
市社会福祉協議会からのお知らせ
◎弁護士法律相談（第２日曜日）
　a５月１４日、６月１１日、７月９日の
いずれも日曜日、午後２時から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。１件４０分e
市内在住で、①６５歳以上の方②知的・
精神に障害のある方③前記①・②の親
族および関係者f各回先着４件k前月
１５日（土曜・日曜日、祝日の場合は翌
開所日）から受け付け
◎成年後見無料専門相談（第４水曜日）
　a４月２６日、５月２４日、６月２８日の
いずれも水曜日、午後２時〜４時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
人の役割についてなど。１件６０分。相
談員は奇数月が社会福祉士、偶数月が
司法書士e市内在住者、福祉関係者f
各回先着２件k相談日の１週間前まで

に予約
　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）
東久留米市ファミリー・サポート・ 
センター事業説明会
～地域で子育ての助け合い～
　有償の子育て助け合い活動です。利
用者、協力者合同の説明会を開催しま
す。「子どものお迎え時間に間に合わな
い」「子どもを預けて用事を済ませた
い」など、子育て中のちょっとした困
りごとを地域の助け合いでサポートし
ます。協力者も募集中。いずれもまず
は説明会にお越しください。
　ab４月１８日（火）がわくわく健康
プラザ社協会議室。５月１日（月）が
生涯学習センター集会学習室５。いず
れも午前１０時から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ファミリー・サポート・
センター事務局緯４７５・３２９４
東久留米市シルバー人材センター
会員を募集します
～あなたの知識・技能・経験を生かし
ませんか～
　「就職は望まないが何らかの収入を
得たい」「地域に貢献したい」という、
健康で働く意欲のある方は入会説明会
にお越しください。
　a４月１９日（水）午後１時半から、
２時間程度（原則毎月第３水曜日に開
催しています）bシルバー人材センタ
ー２階会議室（下里４－１－４４）e市内
在住の原則６０歳以上で同センターの趣
旨に賛同できる方h年度会費２,０００円、
筆記用具、郵便貯金通帳、認め印、本
人確認書類l同センター緯４７５・０７３８
多摩六都科学館
ロクトサイエンスレクチャー
「マナベ博士の最新恐竜学」
　大型映像「大英自然史博物館ナイト
ツアー」に登場する古生物たちについ
て、学術的に分
かってきたこと
や今後の課題を
徹底解説します。
大型映像で紹介
しきれなかったコレクションの中から、
国立科学博物館で開催中の「大英自然
史博物館展」で紹介されている標本な
ども分かりやすく紹介します。写真提
供は赤崎広志氏。
　a５月１３日（土）午後５時１０分〜６時
４０分e小学３年生以上（小学生は保護
者同伴）f１８０人d国立科学博物館の真
鍋真氏g５００円。高校生以下の参加者は
無料k５月１日（月）までに（必着）、
はがきにイベント名、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（http: 
//www.tamarokuto.or.jp/）から申し込
みをl同館緯４６９・６１００
 

植物（ウメ・モモなど）の病気の
原因となるプラムポックスウイルス
（ＰＰＶ）調査を実施します
　農林水産省と都の職員（職員証を持
参）が、５月８日（月）〜２６日（金）に目視
などにより、市内のウメ、モモなどにプ
ラムポックスウイルス（PPV）による
症状が出ていないか調査を行います。
　ウイルス感染の疑いがある場合、所
有者の了解を得た上で、葉を採取しま
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小山茶園案内図

榛名地域契約宿泊施設
備考部屋数

（収容人数）電話番号施設名

６室（３０人）０２７・３７４・９５１１湖畔亭

第一金曜日を除く
８月中のみ５室（１５人）０２７・３７４・９２５３つるや

９室（４０人）０２７・３７４・９３５０天狗亭

天然温泉
２６室（９６人）

０２７・３７４・９２１１
榛名湖温泉
ゆうすげ元湯

５棟（４０人）コテージ

天然温泉１８室（９８人）０２７・３７４・９１３１レークサイド
ゆうすげ

１４室（４０人）０２７・３７４・９１１１ふじや

団体料金あり９室（５０人）０２７・３７４・９１０７旅館高原

素泊まりあり
団体料金あり１０室（５０人）０２７・３７４・９４２１榛名湖ヘルスセンター

１２室（５８人）０２７・３７４・９６１１セゾン・ド・はるな

榛名地域宿泊助成制度
　市では、榛名湖周辺の宿泊施設と
契約を結び、利用料金の助成をして
います。
　４月下旬はオオヤマザクラ、５月
下旬はヤマツツジが見頃です。また、
湖畔の榛名高原駅から榛名山ロープ
ウェイで榛名山頂まで上れば、晴れ
ている日は山頂から関東平野や上州
の山々が一望できます。春の旅行に
いかがですか。
　c助成金額＝１,０００円▼利用限度
＝１年度につき１人１泊e６歳以上
の市民i利用の際は「宿泊施設利用
券」が必要ですk利用券の交付は、

下表の宿泊施設に直接予約した上で、
生活文化課（市役所２階）へ申請し
てくださいl助成についてが同課緯
４７０・７７３８、宿泊施設の利用料金に
ついては下表の各施設へ直接問い合
わせてください
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