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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.　5.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

5
土金木水火月日

４４３３２２１１

１１１１１０９８７６６５５

１１８８１７１６１５１４１３１１２２

２２５５２４２３２２２１２０１１９９

３１３０２９２８２７２２６６

6
土金木水火月日

１１

８８７６５４３２２

１１５５１４１３１２１１１０９９

２２２２２１２０１９１８１７１１６６
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３　３００

【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５月１日現在＞　人口１１６,９０７人（うち外国人２,１０２人）／前月比１８８増
男５７,０３９人／前月比７９増　女５９,８６８人／前月比１０９増　世帯数５４,５８５／前月比１８６増

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。
平成３１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、予防接種を２回することで予防効
果が高まります。平成３１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
　≪①②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l同係
３歳児健診
　a５月２３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３月２３日～４月１７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か月児健診
　a５月３０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２９年１０月１１日～１１月７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
食事相談・健康相談
　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。本人のほか、家
族からの相談もできます。お気軽にご
利用ください。
　a５月３１日（金）午後１時半～３時
４５分（１人３０分程度）bわくわく健康
プラザc生活習慣病予防や健康づくり
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kl電話で健康課
保健サービス係緯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３日～１２月２３日の
毎週月曜日、午前９時半または１０時４５
分から１時間程度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
歳以上の１人で会場に通うことができ
る市内在住の方f先着２０人（初回の方、
おおむね毎回参加のできる方優先）g
無料h筆記用具、飲み物kl５月１５日
（水）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～
２５０３）へ
子ども相談
　a６月４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お受けし
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
 

乳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。
 

　☆幼児のつどい＝ac５月１６日が
「うごいて遊ぼう」、２３日が「小麦粉粘
土」、３０日が「リズム遊び」。いずれも
木曜日の午前１０時半～１１時半e１歳～
４歳児
　☆０ちゃんタイム＝a１７日（金）午

あおぞら（ ）前沢４－２５－８
電話４７１・７０７１

前１１時～１１時半c職員による手遊びや
読み聞かせ。親子同士のふれあいタイ
ムe０歳児
　☆わんぱくワンダーランド＝a２１
日・２８日のいずれも火曜日、午前１１時
～１１時半c触れ合い遊びなどe１２カ月
前後の乳幼児
　☆パパサタ（お父さん向け行事）＝
a２５日（土）午前１０
時～正午cプラレー
ル、カプラで遊びま
す。ボルダリングも
幼児向けに開放して
いますe乳幼児とそ
の保護者j動きやすい服装で。家族で
参加可
　☆音楽の日＝a２６（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」を楽しむe幼児～高校生
世代d春田直江氏
 

　☆幼児のつどい＝ac５月１６日が
「小麦粉粘土」、２３日が「シャボン玉遊

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

び」（雨天の場合は「ちらかし遊び」）、
３０日が「スタンプ遊びと５月のお誕生
日会」、いずれも木曜日の午前１０時半～
１１時半e１歳～４歳児とその保護者
　☆パパサタ＝a１８日（土）午前１０時
半からcパパと一緒に遊びましょうe
幼児とその保護者
　☆オセロ大会＝a１８日（土）午後３
時からe小学生
　☆のびのびぐんぐん＝a２１日（火）
午前１１時からc手遊びや体操、季節行
事などe１２カ月前後の乳幼児とその保
護者
　☆親子のコミュニケーションワーク
＝a２９日（水）午前１０時半～１１時半c
音のワークとふれ
あい遊びe０歳児
とその保護者f１０
組d炭田契恵子氏
h飲み物k５月１６
日（木）午前１０時
から受け付け（電話可）

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

ごみ収集カレンダー
　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。

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。
　５月１９日・２６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】
　５月１９日・２６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）
　５月１９日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
　５月２６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
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1.　5.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。

5
土金木水火月日

４４３３２２１１

１１１１１０９８７６６５５

１１８８１７１６１５１４１３１１２２

２２５５２４２３２２２１２０１１９９

３１３０２９２８２７２２６６

6
土金木水火月日

１１

８８７６５４３２２

１１５５１４１３１２１１１０９９

２２２２２１２０１９１８１７１１６６

２２９９２８２７２６２５２４２３２３　
３　３００

の会」＝a２２日（水）午前１０時〜１１時
半c栄養士による離乳食相談他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５月１５日（水）１０時から同
センターで受け付けk当日直接会場へ
　☆手作り布おもちゃの会＝a６月４
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k５月２０日（月）１０時から同
センターへ
 

　乳幼児のお子さんを連れたお母さん
たちが遊びに来ています。お子さんを
通して交流したり、子育て情報交換が
できます。子育ての悩みなどは職員に
気軽にご相談ください。
　開館日は月曜〜金曜日（土曜・日曜
日、祝日、年末年始は休館）、開館時間
は午前９時半〜午後４時です。
◎ひろば　乳児室＝授乳コーナー・畳
の赤ちゃんコーナー・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
後の各２時間、無料で貸し出し。同セ
ンター窓口で要予約▼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。
◎事業案内
　主に未就園児向けの事業をしていま
す。
　☆おはなし広場＝a５月２０日（月）
午前１０時〜１１時半cボランティアによ
る乳幼児向けの読み聞かせや手遊びで
すk当日直接センターへ
 

よもう！あそぼう！かがくの本
「いろいろな色の石」
　小学生を対象とした、科学の絵本の
読み聞かせのイベントです。今回のテ
ーマは「いろいろな色の石」です。昔
の人は石をすり潰して絵の具を作って
いました。きれいな色の石を観察し図
鑑を作ります。
　a６月２日（日）午前１０時半〜１１時
３０分b中央図書館１階みんなのへやe
小学生f先着３０人g無料d科学の本の
読み聞かせの会「ほんとほんと」l同
館緯４７５・４６４６
ぬいぐるみのおとまりかい
　お気に入りのぬいぐるみと一緒にお
話を聞いた後、図書館にぬいぐるみが
お泊まりし、２日間、本を読んだり探
検したりして楽しみます。　
　a６月６日（木）午後３時半〜４時
１５分b滝山図書館児童コーナーe３
歳児〜小学２年生（保護者同伴可）f
先着１５人g無料k５月１５日（水）〜６
月５日（水）に電話または直接同館緯

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

４７１・７２１６へ
 

護身術体験セミナー
～市少林寺拳法連盟主催
　a５月２６日（日）午前１０時〜１１時b
スポーツセンターg無料j運動ので
きる服装でl同連盟・宮原緯０８０・９８８０・
８６１９
ジュニア育成地域推進事業
「ジュニアソフトテニス初心者教室」
～都・都体育協会・市体育協会主催、
市ソフトテニス連盟主管
　a６月８日（土）午前８時半（受け
付け開始）〜午後４時b市立テニスコ
ートe市内在住・在学の小学３年〜中
学生の初心者f小学生１０人、中学生９０
人g無料hテニス
シューズ、テニスラ
ケット、タオル、帽
子、弁当、飲み物k
５月３０日（木）まで
に（必着）、往復はが
きに教室名・住所・氏名・性別・電話
番号・学校名・学年を記入して（返信
用にも住所・氏名を書いて）、〒２０３－
００１１、大門町２－１４－３７、スポーツセ
ンター内、市体育協会事務局宛て郵送
をl同事務局緯４７０・２７２２
第５回フィットネスウォーキング
参加者募集のお知らせ
　ただ歩いているだけではもったいな
い。正しい歩き方を身につけませんか。
健康運動指導士による講義と実技の指
導を行います。雨天決行（室内にて）。
　a６月８日（土）午前８時４５分から
受け付け開始、正午終了予定bスポー
ツセンター他e市内在住・在勤・在学・
ニュースポーツデーのスタンプカード
をお持ちの方で、健康な方f６０人程度
g無料（参加賞あり）h室内履き、飲
み物j室内、屋外を歩きます。運動の
できる服装でk６月６日（木）正午ま
でに市ホームページから取得できる申
込用紙（「６月８日のフィットネスウォ
ーキング希望」と明記した任意の用紙
でも可）に、参加者全員の氏名・住所・
連絡先・在勤、在学の場合は、勤務先、
学校名をご記入の上、ファクス（４７０・
７８１１）、電話（４７０・７７８４）または直接
生涯学習課（市役所６階）へl同課ス
ポーツ振興係緯４７０・７７８４
シニアスポーツ振興事業
第７回ユニカール教室（前期）
　ユニカールは、カーリングから派生
した、運動量が適度でシニアにピッタ
リのスポーツです。都合のいい日にご
参加ください。
　a６月８日（土）・２２日（土）、７月
１３日（土）・３１日（水）のいずれも午前
９時〜正午b青少年センターcルー
ル解説、基本練習、ゲームe６０歳以上
の方g無料h室内運動靴、飲み物j運
動のできる服装でl市体育協会事務局
緯４７０・２７２２　

 

　☆幼児のつどい＝ace５月１６日
が、「リズム遊び」２歳〜４歳児、２３日
が「ミニたいこでリズム遊びと５月生
まれの誕生日会」、１歳児、３０日が「時
計作り＆５月生まれの誕生日会」、２歳
〜４歳児。いずれも木曜日の午前１０時
半からk当日受け付け
　☆防災教育の日＝ac１８日（土）午
後３時からe小学生k当日受け付け
　☆おはなしの日＝a２１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
　☆赤ちゃんと絵本＝a２８日（火）午
前１０時４５分〜１１時１５分c絵本の読み聞
かせや手遊びなどe乳幼児とその保護
者j協力は東部図書館
 

　☆幼児のつどい＝ace５月１６日
午前１０時半〜１１時１０分が「音遊び」、１
歳児（うさぎ）、２３日午前１０時半〜１１時
半が「公園で遊ぼう（六仙公園）、５月
生まれの誕生会」、１歳〜４歳児（うさ
ぎ・あひる合同）、３０日午前１０時半〜１１
時１５分が「風で遊ぼう」、２歳〜４歳児
（あひる）。いずれも木曜日h２３日が敷
物、おやつ、水筒（晴天の場合）i２３
日は雨天の場合、児童館で実施。午前
中は休館、午後１時から開館k当日受
け付け

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

　☆０ちゃんの絵本＝a２２日（水）午
前１１時からc０歳児向けの絵本の読み
聞かせや手遊びなどe０歳児の親子k
当日受け付け
　☆ベビーマッサージ＝a２７日（月）
時午前１０時半〜１１時半e１歳までの乳
児とその保護者f２０組hバスタオル、
おむつdベビーマッサージ協会認定講
師の渡辺直子氏k５月２０日（月）午前
１０時から受け付け（電話可）
　☆カプラの日＝a３０日（木）午後３
時半〜４時半e小学生k５月２３日（木）
午後３時半から受け付け
　☆中高校生世代バスケ大会＝a６月
８日（土）午後５時半〜６時半e中学・
高校生世代h室内シューズk５月２５日
（土）午後３時半から受け付け
 

 

　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。
　☆十小なかよし広場＝a５月１７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、育児の情報
交換。スタッフと一緒に触れ合い遊び、
育児相談もお受けしますe乳幼児とそ
の保護者i徒歩か自転車で来場をk当
日直接会場へ
　☆わくわく赤ちゃん広場「はいはい

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
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子どもの元気ご飯　身体をつくる食事
～市スポーツ少年団主催、市・市体育協会後援
　スポーツ現場の経験を通して、スポーツ栄養
の知識を日常の食事に取り入れ実践する工夫や
スポーツと食事のつながりを選手の事例などを
交えた講演をしていただきます。スポーツ少年
団の指導者や保護者を対象として行いますが、
一般の方も参加できます。

　a６月９日（日）午後０時５０分から開会（０
時半受け付け開始）bスポーツセンター３階会
議室e市内在住・在勤・在学の方f２０人程度d
管理栄養士で健康運動指導士の 花  谷  遊  雲  子 氏g

はな たに ゆ う こ

無料k５月２６日（日）までに同少年団・紙谷緯
０７０・６４３７・７８５１へ

改元詐欺にご注意を
Ｑ．「元号が変わるのでキャッシュカ
ードを変更する必要があります」と、
金融機関を名乗り電話がかかってき
ました。不審に思って電話を切りま
したが、本当ですか。
Ａ．５月１日の改元を口実とした、詐
欺や便乗商法が出始めています。
　役所の職員を名乗って「過払いの
保険金があります。元号が変わるの
で、今日中に手続きしてください」と
電話があり、金融機関名と口座番号
を教えました。その後、自宅を訪れた
男に「新しい元号になるのでキャッ
シュカードを変更する必要がある」
と言われキャッシュカードを渡して
しまったという事例がありました。
　また、書面を使って騙すケースも
あります。銀行協会を名乗り、５月
の改元に伴い、全ての金融機関のカ
ードを変更するので、同封の「キャ
ッシュカード変更申込書」に口座番
号、暗証番号などを記入し、カード
とともに、返信用封筒で送り返すよ

うにと、手紙が届いたので返信し、
被害に遭ってしまいました。
　改元で金融機関などが、暗証番号
を聞き出したり、カードの返還を要
求したりすることはあり得ないので、
注意しましょう。
　「新しい元号の記念に皇室の写真
集を買いませんか」と電話で勧誘さ
れたが、断っても、しつこく勧誘され、
一方的に送り付けられてしまったと
いう事例もあります。
　詐欺グループは、その時々のニュ
ースやイベントに便乗して新しい手
口で騙そうとしています。便乗商法
のターゲットになっているのは、主
に高齢者で、写真集のほか、高額な
カレンダーや掛け軸などの勧誘があ
ります。
　商品が届いた場合は、代金を支払
わずに受け取り拒否をしてください。
また、一定期間は無条件で解除（ク
ーリングオフ）できるので、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
●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
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の日は特別限定プログラムで、憧れの
「南十字星」を求め南半球へ旅に出ま
しょう。いつもと違う星空や星座たち
を生解説でご案内します。
　a５月２２日（水）午後１時１０分〜１
時５５分b多摩六都科学館サイエンスエ
ッグe中学生以上f２３４人g観覧付入
館券１,０００円、中学生〜高校生４００円k
当日開館時よりインフォメーションで
観覧券を先着順で販売l同館緯４６９・
６１００
多摩六都科学館
天体観望会
「水星観望にチャレンジ！」
　６月は今年いちばんの水星観望のチ
ャンスです。水星を探して、望遠鏡で
見てみましょう。小平市・東村山市・
清瀬市・東久留米市・西東京市の方が
優先で参加できます。
　a６月１５日（土）午後７時〜８時半
b多摩六都科学館サイエンスエッグお
よび屋上e小学生以上（小学生は保護
者と参加）f５０人g無料k６月３日
（月）までに（必着）、はがきにイベン
ト名・開催日・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
ｓ://ｗｗｗ.ｔａｍａｒｏｋｕｔｏ.ｏｒ.ｊｐ/）から申
し込みを。応募者多数の場合は抽選し、
当選者に参加券を送付しますl同館緯
４６９・６１００
第85回市民のための医療講座
「あなたの肺はだいじょうぶ？」～タ
バコとCOPD～
　COPD（慢性閉塞性肺疾患）のお話
と一番多い原因となる、たばこについ
てわかりやすくお話します。
　a６月８日（土）午後２時〜４時b
東久留米市役所７階７０１会議室d東久
留米市医師会会長の石橋 幸  滋 氏▼司会

ゆき しげ

＝東久留米市医師会副会長の熊野雄一
氏g無料f先着１００人k当日直接会場
へl健康課保健サービス係緯４７７・
００２２
若さを保つ！元気食教室
老化予防・低栄養予防のために
　普段の食生活を振り返ってみません
か。いつも同じ献立
だったり、一日２食
になったりしていま
せんか。たくさんよ
り「まんべんなく」
食べることが、元気
で長生きできる秘訣です。元気の出る
食べ方のコツを栄養士が分かりやすく
お伝えします。男性もぜひご参加くだ
さい。
　a全２回。①６月１１日（火）午前１０
時〜午後０時半（会食あり）②２５日（火）
午前１０時〜正午b西部地域センター講
習室２・３c老化予防の食事や簡単で
栄養のある料理方法についての講義
（調理実習はありません）、会食を通し
た参加者との楽しい交流などe全２回
参加できる、市内在住の６５歳以上で、
老化予防の食事について学びたい方、
「一日２回の食事」「肉・卵・牛乳など
をほとんど食べない」などの食生活で
疲れやすい方、体重が減ってきている
方などf先着１２人g６２０円（教室１日目
の会食代。当日支払い。つり銭のない
ようご用意ください）i糖尿病・脂質
異常症・高尿酸血症等で、医師から食
事制限の指示がある方は参加できませ
んkl５月１５日（水）午前９時から電
話で介護福祉課地域ケア係緯４７０・
７７７７（内線２５０１〜２５０３）へ

 

自由学園南沢フェスティバル
〜心も体も元気に動かそう！〜
～学校法人自由学園・自由学園協力会
主催、東久留米市・豊島区・練馬区・
西東京市後援
　緑あふれる美しいキャンパスで、楽
しい時を過ごしませんか。小さなお子
さん向けの企画がたくさんあります。
趣のある木造校舎（５棟は都選定歴史
的建造物）もぜひご覧ください。
　a５月１９日（日）午前１０時〜午後３
時半（入場は３時まで）b自由学園
（学園町１－８－１５）g無料（有料の
企画あり）j予約の必要な企画は、同
学園ホームページ（ｗｗｗ.ｊｉｙｕ.ａｃ.ｊｐ/ｅｖ
ｅｎｔ/ｆｅｓ２０１９/）から申し込みをl同自
由学園緯４２８・２１２３または電子メール
（ｋｈ＠ｊｉｙｕ.ａｃ.ｊｐ）
「第17回多摩ブルー・グリーン賞」
募集
～多摩信用金庫主催、東久留米市後援
　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。
　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kl７
月３１日（水）までに多摩ブルー・グリ
ーン賞事務局緯０４２・５２６・７７２８へ
薬湯の日“枇杷の葉湯”
　ab６月２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j小学生未満は無料l各利用施設

ガ イ ド

第26回市長杯兼
第37回市民親善ソフトボール大会
～市ソフトボール連盟主催
　a６月９日（日）が予選リーグ、１６
日（日）が決勝（予備日は２３日）b第
七小学校c男女混成スローピッチソフ
トボール（常時女性が２人入っている
こと）g１チーム５,０００円（保険代等）
j詳細は６月１日（土）午後７時から
スポーツセンター３階会議室で行う抽
選会の時に説明しますl同連盟事務
局・小川緯４７１・７１２４（夜間）
「わくわく冒険隊自然体験教室」
参加者を募集します
～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
ていろいろ体験しましょう。
　a７月２９日（月）〜８月１日（木）
b長野県高遠町「国立信州高遠青少年
自然の家」e市内在住・在学の小学５
年生〜中学３年生で、
持病のない、健康で
団体生活のできる方
（食物アレルギーが
ある方はご遠慮をい
ただく場合もあります）f３６人（応募
多数の場合は抽選）g１万４,０００円i準
備会（７月１３日〈土〉・２１日〈日〉のい
ずれも午前９時〜正午）を開催します。
準備会に出席できない場合は参加不可
となりますj保護者説明会を７月７日
（日）午前９時〜正午にスポーツセン
ター３階会議室で行いますk５月３１日
（金）まで（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、ポロシャツサイズ（ジュニ
ア用）を記入の上、〒２０３－００１１、大
門町２－１４－３７、スポーツセンター内、
体育協会事務局宛て郵送l同協会事務
局緯４７０・２７２２へ
 

第37回「東部うたごえ広場」
　令和になっても「うたごえ広場」は
続きます。今回もTobuOld       BoneUnit                 の

トーブ　オールド　ボーン　ユニット

軽やかな伴奏で元気いっぱい、笑顔い
っぱい、皆で声を合わせて歌いましょ
う。リクエストも受付中です。
　a５月２５日（土）午後２時〜４時b
東部地域センター１階講習室g３００円
f先着１００名kl同センター窓口にて
チケット販売中緯４７０・８０２０
うたごえ喫茶
　大人気バクさんのリードで、みんな
で楽しく歌いましょう。
　ac５月２６日（日）午後１時開場。
１時１５分からが新しい歌の会、２時〜
４時がうたごえ喫茶。司会は 深  代  利  定 

ふか しろ とし さだ

氏b南部地域センター２階講習室
g５００円（茶菓子付き）f先着１００人
kl同センター窓口にてチケット販
売中緯４５１・２０２１
パステル和（ Nagomi ）アート

な　ご　み

　パステルを粉状にして指やコットン
で描く独特の技法が生み出す優しいア
ートです。絵が苦手な人でも年齢を問
わず誰でも簡単に描け、脳の活性化に
も役立ちます。
　a５月２８日（火）午前１０時〜正午b
西部地域センター３階第１講習室d日
本パステルホープアート協会公認イン
ストラクターの梅田茂美氏g１,０００円
j毎月第２・第４火曜日に開催してい
ますので、まず手ぶらでご参加くださ
いkl同センター緯４７１・７２１０

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歌いましょう。
脳トレゲームやお笑いトーク・ストレ
ッチ体操もあります。
　a６月８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同センタ
ー緯４７１・７２１０
社交ダンスの集い
～シニア活き活き健康の会主催
　フリーダンスパーティーを開催いた
します。社交ダンスを楽しんでいる方、
ご興味のある方はぜひお出かけくださ
い。
　a６月１６日（日）午後１時半〜４時
b市民プラザホールg無料l同会・佐
藤緯 ０９０・５３９６・４５４４
「プロから学ぶ　伝わる文章講座
〜わかりやすく、自分らしく〜」
連続３回講座（保育・手話付き） 
～男女平等推進センター主催
　地域やPTAの広報誌、会報誌からブ
ログまで、さまざまなシーンであなた
の想いが響く魅力的な情報発信ができ
るポイントが学べます。
　a６月２１日、７月５日・２６日のいず
れも金曜日、午前１０時〜正午b市役所
７階７０３会議室d株式会社めでぃあ森
代表取締役の森
恵子氏f１５人
（要予約、全３
回参加の方優
先）g無料j２
歳児〜未就学児の保育あり。定員５人。
６月７日（金）までに要予約。手話希
望の方は、５月３０日（木）までに要申
込k５月１５日（水）から電話（４７２・００６１）、
メール（ｆｉｆｔｙ2@ｃｉｔｙ.ｈｉｇａｓｈｉｋｕｒｕｍｅ
.ｌｇ.ｊｐ）または直接同センター（市役所
２階、平日午前９時〜午後５時）へ
くるくるチャンネル
市民レポーター募集
　東久留米の情報サイト「くるくるチ
ャンネル」では、東久留米や近隣地域
の出来事、季節の風景、同サイトに掲
載のイベントに参加した感想など、地
域に関わる情報を提供していただける
「市民レポーター」を募集しています。
東久留米の魅力をあなたの目線で発信
してみませんか。任期は２年です。
　詳細は、くるくるチャンネル「市民
レポーター募集」（ｈｔｔｐｓ://ｋｕｒｕ-ｃｈａ
ｎ.ｃｏｍ/ａｐｐｌｙ-ｒｅｐｏｒｔｅｒ/）をご覧くだ
さい。
　kl同チャンネル事務局緯４５７・
３０００または生活文化課緯４７０・７７３８へ
多摩六都科学館
「０歳からのプラネタリウム 」
　０歳から３歳くらいのお子さんと楽
しむプラネタリウムです。赤ちゃん大
歓迎、おしゃべりしても泣いても大丈
夫です。一緒に星を眺めましょう。
　a５月２２日（水）午前１０時半〜１１時
b多摩六都科学館サイエンスエッグe
０歳〜３歳くらいの乳幼児とその保護
者f２３４人g観覧付入館券１,０００円、４
歳〜高校生４００円、３歳までは無料i安
全のため、お子さんは着席または保護
者の膝の上でk当日開館時よりインフ
ォメーションで観覧券を先着順で販売
l同館緯４６９・６１００
多摩六都科学館
大人向けプラネタリウム
「憧れの南十字星」
　平日午後のひととき、プラネタリウ
ムでゆったりと星を眺めませんか。こ


