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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.　8.　1
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

大腸がん検診
　▼実施期間　１０月３１日（火）まで
　※市の国民健康保険加入者、後期高

齢者医療被保険者、生活保護受給者、
中国残留邦人等支援給付金受給者は、
誕生月ごとに受診月が決まっています。
特定健診などの受診時に一緒に受けて
ください。▼受診方法　下表の医療機
関で直接受診してくださいc便潜血検
査２日法（検便検査）。　※内視鏡検査

ではありません。e市内在住の３０年３
月末で４０歳以上の方。ただし、次の①・
②に該当する方は、受診前にかかりつ
け医にご相談ください。①現在、大腸
やその他の腸の疾患で治療中の方②大
腸がん検診で精密検査を受けた方、ま
たは疾病が発見されて経過観察中の方。
　※生理中を避けて受診してください。
g５００円（医療機関でお支払いください。
生活保護受給者などは無料。ただし、
受給証明書の提出が必要です）i検診
結果は医療機関で直接お聞きください
（郵送は行っていません）。検体を提出
しなかった場合でも、
自己負担金は返却でき
ませんので、あらかじ
めご了承くださいl健
康課特定健診係緯４７７・
００１３
特定健診、後期高齢者健診
８月の受診対象は
１０月・１１月生まれの方です
　生活習慣病予防、健康の保持・増進
や疾病の早期発見・治療のための健診
を実施します。健診内容や実施医療機
関などは、７月下旬に発送した個別通
知をご確認ください。大腸がん検診も
同時に受診できます（左記事参照）。
　e①特定健診＝市の国民健康保険加
入者で４０歳～７４歳（昭和１８年～５２年生
まれ）の方②後期高齢者健診＝後期高
齢者医療被保険者j４月１日以降に国
民健康保険に加入した方、後期高齢者
で転入した方、当該月に受診できない
方は健康課特定健診係緯４７７・００１３へ
問い合わせてくださいl同係
３〜４カ月児健診・産婦健診
　a８月１７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３月２４日～４月１７日生まれの乳児k
健康課保健サービス係緯４７７・００２２
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８月２１日～３０年２月２６
日の毎週月曜日、午前９時半からと１０
時４５分からの２クラス（こちらでクラ

ス分けをします）。約１時間b中央町地
区センター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２０人（初回の方
優先）g無料h筆記用具、飲み物k８
月１日（火）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・
２５０２）へl同係
ＢＣＧ予防接種
　a８月２３日（水）午後１時半～３時
受け付けbわくわく健康プラザe２９年
３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次回９月２０日（水）で
も接種可k当日直接会場へl健康課予
防係緯４７７・００３０
ぱくぱく幼児食
　a８月２９日（火）午後１時１５分から
bわくわく健康プラザc野菜たっぷり
の幼児食の試食や調理体験をしますe
２・３歳児とその保護者f２０組hエプ
ロン（試食用）、飲み物、母子手帳kl
８月１日（火）から電話で健康課保健
サービス係緯４７７・００２２へ
新たなステージに入ったがん検診
の総合支援事業
（乳がん・子宮 頸 がん）

けい

　国のがん対策推進基本計画の一つと
して開始された「新たなステージに入
ったがん検診の総合支援事業」（無料ク
ーポン券の配布事業）の案内を７月下
旬に対象者へ送付しました。
　この事業は国の補助事業です。毎年、
市で行う「乳がん検診」は７面をご覧
ください。「子宮頸がん検診」は広報９
月１日号に掲載予定です。
　e乳がん検診＝昭和５１年４月２日～
５２年４月１日生まれの方▼子宮頸がん
検診＝平成８年４月２日～９年４月１
日生まれの方l健康課特定健診係緯
４７７・００１３

〈今月の月間・週間案内〉食品衛生月間、電気使用安全月間、道路ふれあい月間、水の週間（１日～７日）、夏の省エネ総点検の日（１日）、山の日（１１日）

【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
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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】※薬の処方は最低限の日数となります。
　８月６日＝いくせ医院（新川町１－４－１８、　緯４７１・２３０４）
　８月１１日・１３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】
　８月６日・１１日・１３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）
　８月６日・１３日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　８月１１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）

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

８月１１日（山の日）のごみ収集は
　８月１１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。
【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

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

「大腸がん検診」実施医療機関一覧
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
４７７・５８５６大門町１－１－２４武田クリニック
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、２階おかの内科クリニック
４７７・５５６６東本町８－９、２階石橋クリニック　
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子田整形外科
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、２階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

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
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・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。
※石垣整形外科では特定健診・後期高齢者健診・無保険者健診を実施していません。

ごみ収集カレンダー
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29.　8.　1
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

を作ろうe小学生f先着１５人hエプロ
ン、三角巾、マスクk８月１２日（土）
午前１０時から受け付け（電話不可）
 

　☆カプラで遊ぼう＝a８月４日（金）
午後３時〜４時半e小学生k当日受け
付け
　☆工作の日＝a５日（土）午後２時
からと３時からcゴム鉄砲を作ろうe
小学生f各回１０人d岡澤良一氏j両方
の時間に申し込みはできませんk受け
付け中
　☆スポーツで元気＝a７日（月）午
前１０時〜正午が乳幼児、午後１時半〜
４時が小学生c体操の先生と身体を使
って遊ぼうk当日受け付け
　☆おはなしの日＝a９日（水）午後
５時〜５時半c夏の怖いお話e小学生
d水曜おはなし会k当日受け付け
　☆工作ウィーク＝a１３日（日）〜１５
日（火）の午前１０時〜正午と午後２時
〜４時c自分だけのオリジナルうちわ
を作ろうe小学生k当日受け付け
 

児童の居場所づくり
◎野火止地区センター（屋内）
　a８月１４日（月）午後１時半〜４時
半b第１・第２会議室c夏の工作（貝
殻アート、ビー玉アクセサリーなど）
＆運動遊び（ブランコ、ボールプール
遊びなど）e乳幼児（保護者同伴）〜
小学生
◎小山台遺跡公園（屋外）
　a８月１９日（土）午前１０時〜正午
（雨天中止）c水遊び（水鉄砲、ジョ
ウロ遊びなど）＆夏まつりごっこ（お
もちゃすくい、お土産屋さんなど）e
乳幼児（保護者同伴）〜小学生
◎青少年センター（屋内）
　a８月２４日（木）午後１時半〜４時
半b小体育館c夏を感じる運動遊び
（的当て、輪投げ、ミニアスレチック
など）e乳幼児（保護者同伴）〜小学生
《共通事項》
　g無料hタオル、水筒。屋内は上履き、
屋外は帽子i徒歩か自転車で来場を。
食べ物の持ち込みは原則禁止ですj内
容は変更になる場合があります。動き
やすい服装で参加をk当日現地で受け
付けl児童青少年課児童青少年係緯
４７０・７７３５
 

８月の図書館休館日
　８月４日（金）・１１日（祝）・１８日
（金）・２５日（金）は、全館休館です。
中央図書館は１５日（火）も休館します。
　l中央図書館緯４７５・４６４６
展示「東久留米の自然　愛すべき
動植物たち」
　自然豊かな東久留米には、さまざま

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

な愛すべき動植物が生息しています。
野鳥、タヌキ、ドジョウ、各種樹木も
含めて図書館所蔵の資料で紹介します。
　a８月１日（火）〜９月２４日（日）
の午前１０時〜午後８時（土曜・日曜日、
祝日は５時まで。毎週金曜日・第３火
曜日は休館）b中央図書館２階展示コ
ーナーg無料l同館緯４７５・４６４６
 

ニュースポーツデー
〜スポーツ推進委員会
　a８月５日（土）午前１０時〜午後４
時bスポーツセンターc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、ネオホッケーg１００円h上
履きk当日直接会場へl生涯学習課ス
ポーツ振興係緯４７０・７７８４
シニアプールエクササイズ
〜スポーツセンター主催
　水中ウオーキングやアクアヌードル
を使ったシニア向けの水中運動です。
　a９月５日（火）・７日（木）・１２日
（火）・１４日（木）、火曜日が午後１時
〜２時、木曜日が午前１１時〜正午bス
ポーツセンターe５０歳以上の方f各
２０人g５００円（施設利用料を含む）k８
月１日（火）午前９時から、電話で同
センターへ（定員になり次第キャンセ
ル待ち）l同センター緯４７０・７９００
ワンデー「KARATE」スクール
〜市空手道連盟主催
　気軽に空手道を体験してみませんか。
初歩から基本までを指導します。スト
レス解消にも最適です。
　a９月１０日（日）午後１時〜３時b
スポーツセンターe市内在住の方g
無料j運動できる服装でk当日直接会
場へl同連盟・榎本緯４７３・１１９５
子どもの体力運動能力向上事業
〜バスケットボール教室「えいご
deバスケ」、レスリング教室〜
　学校体育以外で運動する機会のない
運動が苦手な小学生を対象に、運動の
楽しさを感じて、以後継続的に運動を
する意欲につながることを目指します。
①第３回バスケットボール教室「えい
ごdeバスケ」
　a全８回。９月５日〜１０月２４日のい
ずれも火曜日、午後４時〜５時e小学
１・２年生
②第４回レスリング教室
　a全８回。９月６日〜１０月２５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
（応募多数の場合は抽選）g無料iバ
スケットボールやレスリングの技術習
得が目的ではありません。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kl８月２１
日（月）までに電話で同センター緯４７０・
７９００へ

乳がん検診
　a１０月１日（日）〜３０年２月２８日（水）
　※医療機関の休診日を除く。b①複
十字病院健康管理センター（清瀬市）
②アルテミスウイメンズホスピタル③
わくわく健康プラザでの検診車（東京
都予防医学協会）c問診、視触診、マ
ンモグラフィ検査（乳房エックス線検
査）e市内在住の４０歳以上の女性で、
２９年１２月３１日時点で奇数年齢の方。た
だし、現在治療中、または過去に精密
検査で異常を指摘された方はご遠慮く
ださい。また、妊娠中、授乳中、卒乳
後６カ月を経過していない方は受診で
きませんg１,０００円。　※生活保護受給
者などは無料。ただし、受給証明書の
提出が必要です。j実施機関の特徴を
市ホームページに掲載しています。申
し込み状況によっては希望に沿えない
場合がありますk８月１日（火）〜１８
日（金）に電子申請または、１人１枚
の往復はがきに必要事項（下図１）を
記入の上（返信面にも住所、氏名を書
いて）、〒２０３－００３３、滝山４－３－１４、
わくわく健康プラザ内、健康課特定健
診係宛て郵送を。９月中旬に市から申
し込み結果を郵送します。　※市ホー
ムページにも往復はがきの記入例を掲
載しています。６月１日から郵便料金
が改定されています。料金不足のない
ようご注意ください。l同係緯４７７・
００１３
 

 

 

児童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。
 

　☆滝山サロン＝ac８月３日が「リ

※検診車以外を希望する方は、受診希望
日の記入は不要です。受診日は、後日、返
信はがきに記載する「予約電話番号」へ
ご自身で連絡し決めていただきます。

図１　往復はがき記入項目

「乳がん検診希望」
①希望検診場所
②受診希望日（※）
　第１希望　○月○○日午前
　第２希望　△月△△日午後
　第３希望　□月□□日午前
③住所
④氏名（ふりがな）
⑤生年月日（和暦）
⑥年齢
⑦電話番号

検
診
車
を
希
望
の
方
の
み
記
入

（
希
望
日
は
下
表
１
か
ら
選
択
）

表１　検診車実施日一覧

１０日（火）・１１日（水）・１４日（土）・
２１日（土）

　

月
１０

１５日（水）・２３日（祝）・２６日（日）
　

月
１１

９日（土）・１１日（月）・１２日（火）・
１３日（水）

　

月
１２

※各日で午前・午後を選択できます。

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

トミック」、１０日が「親子でリラクゼー
ション教室」、いずれも木曜日の午前１０
時半〜１１時半e乳幼児とその保護者
　☆おはなし会＝ae５日・１２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
　☆将棋教室＝a１２日（土）午後３時
〜４時半e小学生〜高校生年代d中井
孝雄氏j親子で参加できます
　☆夏休み映画会＝a１３日（日）午後
１時半からc「ピーターパン」他e幼
児〜高校生年代j開催時間中は育成室、
遊戯室の通常利用はできませんk当日
受け付け
　☆デコパージュ教室＝a２０日（日）
午前１０時〜１１時半c小物入れに装飾を
しますe小学生f１５人d富山英美氏k
８月６日（日）午前９時から受け付け
（電話不可）
 

　☆おはなし会＝a８月１日・８日・
１５日のいずれも火曜日、午後４時から
c絵本の読み聞かせ、素話、手遊びな
どe小学生j協力はおはなしくぬぎ
　☆体力測定の日＝a３日（木）午後
３時〜４時半c反復横跳び、縄跳びな
どe小学生〜高校生年代i当日は午後
３時から他の部屋では遊べませんj動
きやすい服装でk当日受け付け
　☆シアターの日＝a１０日（木）午後
１時半〜３時c映画「ピーターパン」
e小学生〜高校生年代j当日は正午か
ら準備のため遊戯室で遊べません。シ
アターの時間は、他の部屋でも遊べま
せんk８月１日（火）午前９時から受
け付け
　☆バックギャモンの日＝a１２日（土）
午後２時からe小学生〜高校生年代d
日本バックギャモン協会の林氏・荒井
氏
　☆夏休みさよならパーティー＝a２４
日（木）午後３時からcうどんを作っ
て食べようef①うどんを作る人（小
学４年生以上）、１５人②参加者（小・中
学生）、６０人h①は三角巾、エプロン、
手拭きタオルj当日は①が午後１時半
②が午後３時集合k８月２日（水）午
前９時から受け付け（電話不可）
 

　☆こども会議＝a８月１日（火）午
後３時からc児童館のルールなどにつ
いてみんなで話し合おうe小学生k当
日受け付け
　☆オセロ大会＝a２日（水）午後３
時からe小学生k当日受け付け
　☆中高生年代会議＝a８日（火）午
後５時半からc児童館のルールなどに
ついてみんなで話し合おうe中学生〜
高校生年代k当日受け付け
　☆おはなし会＝a９日（水）午後３
時〜３時半c絵本の読み聞かせなどe
小学生j協力は東部図書館
　☆小学生スイーツクッキング＝a２６
日（土）午後１時からc白玉フルーツ

（ ）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

8
土金木水火月日

５５４３２１

１１２２１１１１１０９８７６６

１１９９１８１７１６１５１４１１３３

２２６６２５２４２３２２２１２２００

３１３０２９２８２２７７

9
土金木水火月日

２２１

９９８７６５４３３

１１６６１５１４１３１２１１１１００

２２３３２２２１２０１９１１８８１１７７

３３００２９２８２７２６２５２２４４

〜東久留米市・武蔵村山市共催
　日本のトップチーム「大崎オーソル」と国士
舘大学のエキシビションマッチを行います。選
手のシュートは、速いと時速１００kmを超えます。
見応えのある試合を間近で観戦しませんか。東
久留米市と武蔵村山市の小・中学生男女チーム
の対抗戦も行います。模擬店やサイン会なども

あり、盛りだくさんな内容です。
　a８月１１日（祝）午前８時〜午後５時bスポ
ーツセンターg観戦無料j詳細は市体育協会
ホームページ（http://park１９.wakwak.com/ 
~h-kurume-taikyou/）をご
覧くださいk当日直接会場
へl東久留米市・武蔵村山
市広域連携活動事業実行委
員会（市体育協会事務局内）
緯４７０・２７２２

ハンドボールフェスティバハンドボールフェスティバルル
〜東久留米市スポーツセンターに集まれ！〜東久留米市スポーツセンターに集まれ！〜〜
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市水泳連盟創立４０周年記念
第24回市民水泳大会
〜市水泳連盟主催
　同連盟創立４０周年記念大会です。奮
ってご参加ください。
　a９月９日（土）午前１０時半〜午後
４時bスポーツセンターc種目は①
自由形②平泳ぎ③背泳ぎ④バタフライ
⑤個人メドレー⑥仲良しリレー（４人
１組。組み合わせ自由）。①・②は２５m・
５０m・１００m、③・④は２５m・５０m、⑤・
⑥は１００me市内および近隣市在住で
小学３年生以上の２５m以上泳げる健康
な方（小学生は保護者の同意が必要で
す）g１種目につき小・中学生は３００円、
高校生以上は５００円（保険代を含む）k
８月１日（火）〜３１日（木）に、スポ
ーツセンターまたは柳泉園グランドパ
ークで配布する用紙に必要事項を記入
の上、同センターまたは同パークに設
置の申し込み箱に入れてくださいl同
連盟・永沼緯４７２・６８６６
 

第38回市民みんなのまつり商工祭・
農業祭の出演者を募集します
　市民みんなのまつりで吹奏楽、合唱、
創作ダンスなどのパフォーマンスを、
市役所や東久留米駅西口の路上ステー
ジで行う団体を募集します。思い出に
残る市民まつりを皆さんの手でつくり
ましょう。
　参加を希望する方は、８月２１日（月）
〜９月８日（金）の平日午前８時半〜
午後５時に、産業政策課（市役所６階）
で配布する申込用紙に企画内容を記入
の上、提出してください（申込用紙は
市ホームページからも取得できます）。
　※出演者は、審査・選考の上、決定
します。応募者多数の場合は、希望に
沿えない場合もありますので、ご了承
ください。なお、提出書類は返却しま
せん。
◎市民みんなのまつり日程
　a１１月１１日（土）・１２日（日）b東久
留米駅西口〜市役所間の「まろにえ富
士見通り」、市役所１階屋内・屋外ひろ
ば他l同課緯４７０・７７４３
人づくり・人材確保支援事業への
参加企業、参加者を募集します
　市では、市内中小事業者における優
れた人材の確保や若者の人材育成、就
業支援などを通して、地域での雇用・
就業の促進と企業在職者の定着率向上
などを図るため、次の事業の参加者を
募集します。
◎有給研修生の募集（労働力確保事業）
　a期間＝▼研修　９月５日（火）〜
１０月１７日（火）▼就労体験　１０月１８日
（水）〜１２月２８日（木）（予定）c社会
人として必要なスキルなどの研修を行
った上で、原則市内の中小企業で就労
体験を行い、正規雇用を目指しますe
就職を希望する、市内在住のおおむね
３９歳以下の正規雇用として就職してい
ない方j賃金＝時給１,３００円（１日８時
間労働）k電話でヒューマンアカデミ
ー株式会社内・同事業事務局緯４７１・
６５８５へ
◎参加企業の募集（職場改善事業）
　c企業合同セミナー（約２０回の研修）
を実施し、企業の経営改善や従業員の
定着育成など職場改善を支援しますe
従業員の定着育成など職場改善に意欲
のある市内中小企業などf２５社程度g
無料k電話でマンパワーグループ株式
会社内・同事業事務局緯０３・３３４２・

４７６０へl産業政策課緯４７０・７７４３
アートを通して子どもに寄り添う
〜市教育委員会主催、市文化協会主管
　アートを通して、お子さんと同じ目
線で創造を楽しみましょう。
　ac全３回。①９月８日が「ゴミは、
お宝素材〜ゴミアートを楽しもう」、②
１５日が「かぼちゃパワーを身体で感じ
て〜ゴロゴロデカかぼちゃを描く」、③
２２日が「ふくらむイメージ、生まれる
お話し〜ミニミニ絵本を作ろう」、いず
れも金曜日の午前１０時〜正午b生涯学
習センターe市内在住・在勤・在学で
関心のある方f先着２０人d絵画療法士
（アートセラピスト）の後藤光津子氏
g３回１,５００円h①が菓子の空き袋、使
い古しのスポンジ、壊れたおもちゃの
部品など３・４個、②が黒のボールペ
ンj満１歳６カ月〜未就学児の保育あ
り。先着１０人。８月３０日（水）までに
要予約k８月１日（火）から電話また
はファクスで市文化協会緯４７７・４７００
（ファクス同。電話受け付けは第４月
曜日を除く平日の午前９時〜午後５
時）へ。ファクスの場合は講座名・氏名・
住所・電話番号・保育の有無（ありの
場合は、お子さんの氏名・年齢）を記
入の上、送信してくださいl同協会
多摩六都科学館
お盆限定プラネタリウム「星を見
に行こう〜西武鉄道星空の旅〜」
　皆さんのご要望にお応えして、期間
限定で再登場（２８年１１月〜２９年１月の
テーマの再投影）。西武鉄道に乗って星
空観察の旅に出掛けてみませんか。大
型ドームで見る運転席からの景色をお
楽しみください。
　a８月１１日（祝）〜１５日（火）の午後５
時４５分〜６時半f
各日先着２３４人g
大人１,０００円、４歳
児〜高校生４００円
j小学２年生以下
のお子さんは保護
者の同伴が必要で
すk当日直接会場
へl同館緯４６９・
６１００
第235回市民プラザロビーコンサート
〜市民プラザが常夏の島になる！真夏
のハワイアンライブ２０１７
　a８月２６日（土）午後２時〜３時b
市役所１階屋内ひろばc出演＝ウォー
ルナッツハワイアンズ、カ パー フラ 
オ ナープア オナオナ▼主な演奏曲＝
「Pearly shells」「On a little bamboo 
bridge」「 鈴  懸 の 径 」他g無料k当日直

すず かけ みち

接会場へl市民プラザ緯４７０・７８１３
都都市整備局
耐震キャンペーンを開催します
　いつ起こるか分からない巨大地震か
ら私たちの命を守るため、建築物の耐
震化に向けた具体的な対策を進めまし
ょう。
①建物の耐震改修工法等の展示会
　a８月２７日（日）〜２９日（火）の午
前１０時〜午後６時（最終日は午後４時
まで）b新宿駅西口広場イベントコー
ナー
②耐震フォーラム
〜いつかくる地震に備えて、知ってお
こう、耐震化のキホン！〜
　a８月３１日（木）午後１時〜４時１５
分b都庁都議会議事堂１階都民ホール
f２５０人（要予約）k電話（０３・５７７６・
２８１８）、ファクス（０３・５７７６・２８４２）
または電子メール（２０１７taishin@ohwa 
da-gumi.co.jp）で耐震キャンペーン事
務局へ

③耐震化個別相談会
　a８月３１日（木）午前１０時半〜午後
１時b都庁都議会議事堂１階都政ギャ
ラリーf３０組（予約優先）k電話（０３・
５７７６・２８１８）、ファクス（０３・５７７６・
２８４２）または電子メール（２０１７taishin
@ohwada-gumi.co.jp）で耐震キャンペ
ーン事務局へ
④防災体験・耐震改修バスツアー
　aＡコース＝９月１日（金）午後▼
Ｂコース＝９月８日（金）午前〜午後
▼Ｃコース＝９月９日（土）午後c行
程▼Ａコース＝東京大学地震研究所→
マンション（世田谷区）▼Ｂコース＝
そなエリア→テナントビル（中央区）
▼Ｃコース＝立川防災館→マンション
（八王子市）f各コース先着２０人（要
予約）k電話（０３・５７７６・２８１８）、フ
ァクス（０３・５７７６・２８４２）または電子
メール（２０１７taishin@ohwada-gumi.co. 
jp）で耐震キャンペーン事務局へ
《①〜④共通事項》
　j詳細は都耐震ポータルサイト（htt 
p://www.taishin.metro.tokyo.jp）をご
覧くださいl都都市整備局建築企画課
緯０３・５３８８・３３３９
29年度中学校卒業程度認定試験を
実施します
　病気などやむを得ない事由により、
保護者が義務教育諸学校に就学させる
義務を猶予または免除された方などに
対し、中学校卒業程度の
学力があるかどうかを認
定するための認定試験を
文部科学省が実施します。
合格した方には高等学校
の入学資格が与えられます。
　▼願書受付期間　８月２１日（月）〜
９月８日（金）（消印有効）▼試験期日
　１０月２６日（木）▼合格発表　１２月４
日（月）（結果通知発送予定）▼試験科
目　国語・社会・数学・理科・外国語
（英語）▼試験会場　東京都教職員研
修センター（文京区本郷１－３－３）
▼受験案内などの配布場所　都教育庁
義務教育課小中学校担当（都庁第一本
庁舎４０階北側）l同課緯０３・５３２０・６７５２
 

薬湯の日“ハッカの湯”
　ab８月６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時半j
６歳以下は無料l各利用施設
前田病院　市民・院内フォーラム
　a８月１２日（土）午後３時からb同
病院１階待合室c足の痛みが重要なサ
イン！子どもから大人まで今知ってお
きたい整形外科の病気d医師の前田浩
行氏g無料i会場の収容人数に限りが
ありますk当日直接会場へl同病院緯
４７３・２１３３
東京防災学習セミナー
〜ホリデーセミナー〜
　a①８月２０日（日）、②９月１６日（土）
のいずれも午後２時〜４時１５分b①が
都議会議事堂１階都民ホール、②が都
庁第一本庁舎５階大会議場c「被災経
験者・被災地支援経験者に学ぶ」「風水
害・土砂災害への対策」ほかe都内在
住・在勤・在学の方f①が２５０人、②が
５００人g無料h防災ブック「東京防災」
k都防災ホームページ（http://www. 
bousai.metro.tokyo.jp/tonarigumi/）を
ご覧いただくか東京防災学習センター
事務局緯０３・３２１２・３１６６へl同事務局

ガ イ ド

複式簿記の講習会
　a全８回。９月５日（火）・７日（木）・
１２日（火）・１４日（木）・１９日（火）・２１
日（木）・２６日（火）・２８日（木）のい
ずれも午前１０時〜正午b東村山青色申
告会（東村山市本町３－８－１６）f先
着３０人d税理士g無料h電卓・筆記用
具i車での来場はご遠慮ください
kl８月４日（金）から電話で同会緯
０４２・３９４・４５２３へ
東京学芸大学附属特別支援学校
29年度学校公開
　ac９月５日（火）、１０月２４日（火）
が「学校の概要・教育の説明」「中学部
の具体的な説明」。９月１５日（金）・２６
日（火）が「学校の概要・教育の説明」
「高等部の具体的な説明」。いずれも午
前１０時〜１１時５０分（９時４０分ごろに学
校紹介DVDの上映あり）j幼稚部は随
時、教育の説明・見学・体験入学を行
っていますkl同校緯４７１・５２７４へ
国立精神・神経医療研究センター病院
専門看護室ケアセミナー
「お悩み解決！パーキンソン病のケア」
　a９月１６日（土）午後１時半〜４時
４５分（１時開場）b同病院教育研修棟
（小平市小川東町４－１－１）cd「日
常生活でのケアや薬の管理や調整での
工夫、注意すべきこと」、慢性疾患看護
専門看護師▼「精神症状への対応」、精
神看護専門看護師▼「睡眠時無呼吸症
候群による生活への影響と対応」、慢性
呼吸器疾患看護認定看護師▼「利用で
きる医療福祉サービス」、緩和ケア認定
看護師e医療介護従事者g無料k９月
８日（金）までに、氏名（ふりがな）・
連絡先（住所またはファクス番号）、所
属施設を記入の上、ファクス（０４２・３４６・
２０１２）または電子メール（skango@cnp. 
go.jp）で国立精神・神経医療研究セン
ター病院宛て送信をl同病院看護部・
岸・五十嵐緯０４２・３４１・２７１１
柳泉園組合職員募集
　▼試験日　９月１７日（日）▼採用日
　３０年４月１日（日）▼募集人員　一
般職１人▼受験資格　学校教育法によ
る高等学校卒業以上で平成４年４月２
日以降に生まれた方（３０年３月末に大
学および高校卒業見込みの方を含む）
▼提出書類　履歴書、最終学歴の卒業
証明書・成績証明書、写真j詳細は柳
泉園組合ホームページ（http://www. 
ryusenen.or.jp/）をご覧くださいk８
月１６日（水）〜２４日（木）の午前９時
〜午後５時（正午〜午後１時および土
曜・日曜日を除く）に、本人が同組合
総務課（下里４－３－１０）に直接持参
してくださいl同課庶務文書係緯 
４７０・１５４５
都立東久留米総合高等学校
公開講座
①「簿記入門」
　a全４回。９月２４日、１０月１日・８日・
１５日のいずれも日曜日、午前１０時〜午
後４時f２０人g２,５００円（受講料・テキ
スト代）
②「手びねり陶芸」体験講座
　a全３回。９月３０日、１０月２１日・２８
日のいずれも土曜日、午前９時半〜午
後５時（２８日は午後１時〜４時）f１６
人g３,５００円（受講料・材料費）
《①・②共通事項》
　b都立東久留米総合高等学校k８月
２３日（水）までに（消印有効）、往復は
がきに郵便番号・住所・氏名（ふりが
な）・年齢・性別・電話番号を記入の上、
〒２０３－００５２、幸町５－８－４６、都立
東久留米総合高等学校公開講座宛て郵
送をl同校緯４７１・２５１０


