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※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

【表記の凡例】　 日時　 場所 　 内容　 対象　 定員　 講師
費用　 持ち物　 ご注意　 その他　 申し込み　 問い合わせ

くらしの情報は8面から始まり6面まで続きます

⇩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
　☎４７２・１１３１（夜間・休日のみ）
◎ホームページ（https://www.city.higashikurume.
lg.jp）のご意見箱（「東久留米市について」「広報・
公聴」「声をお聞かせください」から）

６５歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機
能に自己の身辺の日常生活が極度に制
限される身体障害者手帳 １ 級程度の障
害を有する方およびヒト免疫不全ウイ
ルスにより免疫の機能に日常生活がほ
とんど不可能な身体障害者手帳 １ 級程
度の障害を有する方（身体障害者手帳
の写しが必要）も対象となりますので、
健康課へ問い合わせてください。
５，０００円 この機会を逃すと、今後、
費用助成はありません。全額自己負担
となります 対象者で通知が届いてい
ない場合は健康課予防係☎４７７・００３０
へ問い合わせてください 同係
お子さんの麻しん、風しん予防接種
　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
ありますが、予防接
種を ２ 回受けること
で予防効果が高まり
ます。 ２ 年度は次の
対象者へ個別通知を
発送しています。

　 第１期＝平成３１年 ４ 月 １ 日～令和
２ 年 ３ 月３１日生まれの方▼第２期＝平
成２６年 ４ 月 ２ 日～２７年 ４ 月 １ 日生まれ
の方 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。対象者で通知が届かない
場合は、健康課予防係☎４７７・００３０へ

同係

高齢者に対するインフルエンザ予防
接種費用が決まりました
　前号（１０月 １ 日号）の広報紙１２面で
お知らせした高齢者に対するインフル
エンザ予防接種について、関係各所と
調整中となっていた接種費用が決定し
たのでお知らせします。
　 無料（ １ 人 １ 回のみ）　※今年度
に限り、一般の方を含めすべての高齢
者の方が無料となりますが、東京都よ
り交付される補助金の関係で、生活保
護受給者の方は同受給証明書の提出を、
中国残留邦人等支援給付受給者の方は
同本人確認証を提示または支援給付受
給証明書の提出をお願いします 予
防接種実施場所・対象者・申込方法・
注意事項などの詳細につきましては、
恐れ入りますが前号
（１０月 １ 日号）の広報
紙１２面または右のＱＲ
コードから市ホーム
ページの「高齢者イン
フルエンザ予防接種」
のページをご確認くだ
さい 健康課予防係☎４７７・００３０

２年度成人用肺炎球菌定期予防接種
　対象者で接種を希望される場合は、
４ 月に送付した個別通知の内容に沿っ
て医療機関へ予約してください。
　 ３ 年 ３ 月３１日（水）まで 市内実
施医療機関（個別通知に医療機関一覧
を同封しています） 成人用肺炎球菌
ワクチンの接種歴のない方で下表の年
齢の方（ ５ 年前の通知で接種した方と
過去に自費で接種した方は対象外で
す）。　※この他、接種日現在６０歳～

　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。
　 ごみ対策課☎４７３・２１１７（粗大ごみの申し込みは☎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
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】小山、幸町、前沢、南町、
滝山、下里、柳窪、野火止、八幡町、
弥生

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

人口と世帯＜令和 ２ 年１０月 １ 日現在＞　人口１１６,9６１人（うち外国人２,２５５人）／前月比７２減
男５６,9２２人／前月比５３減　　女６０,０３9人／前月比１9減　　世帯数５５,３１３　／前月比増減なし

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。受診の際は、必ず事前に
電話でご連絡ください。
　１０月１８日＝石橋クリニック（東本町８−9、☎４７７・５５６６）
　１０月２５日＝水野胃腸クリニック（本町３−８−１9、☎４２０・６５２７）
　１１月 １日＝いくせ医院（新川町１−４−１８、☎４７１・２３０４）
【歯科】
　１０月１８日・２５日・１１月 １日
　　＝わくわく健康プラザ内休日歯科診療所（滝山 ４ − ３ −１４、☎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）
　１０月１８日・１１月 １日＝滝山病院（滝山 ４ − １ −１８、☎４７３・３３１１）
　１０月２５日＝前田病院（中央町 ５ −１３−３４、☎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、☎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 、☎０４２・３9６・３８１１）

内閣府DV相談＋（プラス）
　　配偶者やパートナーからの暴力に
　ついて専門相談員が相談を受けます。

▲高齢者
インフルエンザ
予防接種ページ

7面へつづく

新型コロナウイルス感染症相談窓口

  新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある方の受診相談

帰国者・接触者電話相談センター　
●東京都多摩小平保健所☎４５０・３１１１
 （土曜・日曜日、祝日を除く午前９時～午後５時受付）
●東京都電話相談センター☎０３・５３２０・４５９２
 （平日午後５時～翌午前９時。土曜・日曜日、祝日は終日受付）
※曜日、時間により窓口が異なります。
※症状がある方は、上記相談窓口またはかかりつけ医にご相談ください。

  新型コロナウイルス感染症に関する一般的内容（予防など）の相談

●厚生労働省電話相談窓口（コールセンター）
　☎０１２０・５６５６５３（午前９時～午後９時。土曜・日曜日、祝日も受付）
●東京都新型コロナウイルス感染症電話相談窓口（新型コロナコールセンター）
　☎０５７０・５５０５７１（午前９時～午後１０時。土曜・日曜日、祝日も受付）
※日本語、英語、中国語、韓国語に対応しています。

新型コロナウイルス感染症関連情報（市ホームページＱＲコード）

生活支援
情報はこちら

事業者支援
情報はこちら

▶ ▶
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※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

多摩六都科学館　
大型映像「HAYABUSA２～REBORN～」　
　小惑星リュウグウのカケラを持ち帰るため、再
び広大な宇宙空間へ飛び立ったはやぶさ 2 。 2 年
半、32億kmの距離を進み続けた孤独な旅路の末、
待ち構えていたのは想定外のリュウグウの姿だっ
た。はやぶさ 2 はどのように困難を乗り越え、数々
のミッションを成功させていったのか。そして彼
がリュウグウで見つけたものとは…。
　 毎日午後 2 時半から（上映時間約４5分。10月19

日〈月〉・26日〈月〉は休館）
※終了日は未定。 多摩
六都科学館サイエンス
エッグ 各回先着102席
観覧付き入館券1,0４0円（ ４
歳児～高校生は４20円）
小学 2 年生以下は保護者と
観覧してください 当日開
館時から観覧券を販売
同館☎４69・6100

特定健診、後期高齢者健診、
無保険者健診を受けていない方へ
　メタボリックシンドロームに着目し、
生活習慣病の予防に重点をおいた健診
を ７ 月から開始しており、11月まで実
施予定です。次の対象に該当する方は、
必ず健康課に申し込みの上、11月に市
内の指定医療機関で受診してください。
ただし、新型コロナウイルスの感染拡
大の状況により健診実施に変更が生じ
る場合があります。10月特定健診対象
者（ 2 月・ 3 月生まれの方）への通知
は、 9 月下旬に発送済みです。受診の
際はマスク着用をお願いします。
　 すでに市から受診券が送付された
が該当月に受診できなかった方▼ 3 月
以降に新たに国民健康保険に加入した
４0歳～７４歳の方および後期高齢者医療
被保険者で他市から転入した方 健
康課特定健診係☎４７７・0013
１１月のプレ・パパママクラス
　11月21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、交流会＝
11月10日（火）午後0時半～4時
◎プレ・ママクッキング＝ 17日（火）
午前9時15分～午後2時 妊娠中の栄
養と食事の話、調理実習 500円（食

材費）
◎お風呂の入れ方・妊婦疑似体験、交
流会＝ 21日（土）午後0時半～4時
◎妊婦歯科健診＝ 24日（火）午後1
時15分～3時
《共通事項》 わくわく健康プラザ
おおむね妊娠16週以降の方とその夫
先着25組（応募多数の場合は、初産の
方を優先） ４ 回で 1 コース。ただし
1 日のみの参加も可 電話で健康課
保健サービス係☎４７７・0022へ
第27回歯と歯ぐきの市民健康フェスタ
「唾液のはなし」ドライマウスから
歯を守る
〜東久留米市歯科医師会主催
　口の中が乾いている状態をドライマ
ウス、口腔乾燥症といいます。ドライ
マウスの原因としては、薬の副作用、
精神的ストレスや緊張、食事の変化や
筋力の衰え、糖尿病やシェーグレン症
候群などの病気などがあります。
　もし唾液が少なくなると、のどが渇
き、食事や会話に影響を及ぼすだけで
なく細菌などが繁殖してむし歯や歯周
病になりやすくなります。
　唾液をつくる唾液腺は口の周りにた
くさんあり、新型コロナウイルスと結
合しやすい受容体があるため、ここか
らウイルスが体内に侵入する可能性が
あります。一方で唾液にはウイルスや

細菌の繁殖を抑える作用もあります。
　今回の講演では、唾液の不思議な魅
力に触れ、ドライマウスの対応などに
ついてお話します。
　 11月7日（土）午後2時～4時
市民プラザホール 先着30人 東京
医科歯科大学歯学部長で顎顔面外科学
分野教授の依田哲也氏 無料 手話通
訳あり 当日直接会場へ 同会☎475・
8903
若さを保つ！元気食教室
　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。
　 全2回。11月 5日と19日のいずれ
も木曜日午前10時～11時45分 市民プ
ラザ会議室 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な
ど 2回とも参加できる市内在住の65
歳以上の方 先着9人 無料 医師
から食事制限の指示がある方は参加で
きません 10月15日（木）午前9
時から介護福祉課地域ケア係☎470・
7777（内線2501～2503）へ

　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）。育児相談も受けます。
　☆十小なかよし広場＝ 10月16日
（金）午前10時～11時半 お子さんと
遊びながら、育児の情報交換をしま
しょう。職員による読み聞かせ、手遊
びや触れ合い遊び。育児相談も受けま
す 乳幼児とその保護者 当日直接会
場へ徒歩か自転車で来場を
　☆わくわくおはなし広場＝ 26日
（月）午前10時～11時半 乳幼児向け
の絵本の読み聞かせや、ペープサー
ト・パネルシアター、手遊びや親子の
触れ合い遊び 乳幼児とその保護者

6 組 10月19日（月）午前10時から
同センターへ
　☆わくわく赤ちゃん広場「はいはい
の会」＝ 2８日（水）午前10時～11時
半 助産師による相談、体重測定他。
ママ友達を作り、たくさんおしゃべり
しましょう ７ カ月～12カ月児とその
保護者 6 組 バスタオル 兄姉の
保育あり。先着 3 人（要予約） 10月
19日（月）午前10時から同センターへ

　☆六小・小山小なかよし広場＝ 10
月20日（火）が第六小学校、29日（木）
が小山小学校で、いずれも午前10時～
11時半 お子さんと遊びながら、育児
の情報交換をしま
しょう。育児相談も
受けます 乳幼児と
その保護者 スリッ
パ 当日直接会場へ
徒歩か自転車で来場
を

　☆赤ちゃん広場＝ 11月 6 日（金）
午前10時～11時半 ママ友達を作り、
たくさんおしゃべりしましょう。栄養
士による相談、体重測定他 0 歳児と
その保護者 6 組 バスタオル 兄
姉の保育あり。先着 3 人（要予約）
10月23日（金）午前10時から同センター
で
東部NP講座
　「N

ノーバディズ

obody’s p
パーフェクト

erfect～ 完璧な親なんて
いない！」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。参加者同
士お互いの悩みや育児について話し合
い、自分にあった子育ての仕方を学び
合います。ママ友達を作って楽しい子
育てをしましょう。
　 全 6 回。11月11日～12月16日の毎
週水曜日午前10時～11時半 スポーツ
センター 市内在住の乳幼児とその母
親で、全 6 回参加できる方 先着10組

無料 対象児の保育あり（ 0 歳児 5
人、 1 歳～ 5 歳児 5 人） ＮＰ講座の
参加は 1 世帯 1 度のみです 10月15日
（木）午前10時から同センターへ

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。

　☆赤ちゃん広場＝ 10月21日（水）
午前10時半～11時半 親子のコミュニ
ケーションワークとティータイム 0
歳児とその保護者 炭田契恵子氏 飲
み物 当日受け付け
　☆幼児のつどい＝ 22日が「リ
ズム遊び」 1 歳児、29日が「10月生ま
れのお誕生日会とハロウィン遊び」 1
歳～ ４ 歳児合同、11月 5 日が「運動遊
び」 2 歳～ ４ 歳児、いずれも木曜日午
前10時半からと11時からの 2 部制 各
回15組 第 1 部が定員を超えた場合の
み第 2 部を実施 22日分は10月16日
（金）、29日分は10月23日（金）、11月
5 日分は10月29日（木）のいずれも午
後 1 時半から電話でのみ受け付け
　☆スポーツで元気＝ 26日（月）
午前10時半～11時がハイハイまでのお
子さん、11時15分～11時35分と11時４0
分～正午が歩き始めのお子さん（ 2 部
制）、午後 2 時半～ 3 時15分が園児年
代、午後 3 時15分～ ４ 時が小学生以上

各回10組程度 動きやすい服装で
　☆赤ちゃんと絵本＝ 2７日（火）午
前10時４5分～11時15分 絵本の読み聞
かせや手遊びなど 乳幼児とその保護
者 協力は東部図書館
　☆ベビーマッサージ＝ 2８日（水）
午前10時半～11時半 0 歳児とその保
護者 先着15人 渡辺直子氏 バスタ
オル、おむつ、飲み物（母乳可） 10
月21日（水）午前 9 時から受け付け（電
話可）

　 ４ 月に新型コロナウイルス感染症
の緊急事態宣言が発出され、多くの
歯科医院がこの方針に沿って、患者
さんの受け入れ数の制限、診療時間
の短縮、緊急度の高い治療に限定す
るなど感染予防策を実施しました。
ご不便があったことと思います。緊
急事態宣言解除以降は、歯科医師会
はウィズコロナとして歯科診療のあ
り方を模索し、新しいタイプの個人
防護具やエアロゾル発生感染防御技
術・装置の導入などを行うとともに、
不急と位置付けられた「予防的歯科
診療」の再開を進めてきました。予
防的歯科診療とは、定期健診とされ
るお口の健康状態のチェックや、普
段の歯みがきでは落とせない歯垢
（プラーク）などを、専用機器で取
り除く歯の清掃などを意味します。
　お口の健康管理で大多数を占める
のは、むし歯と歯周病です。近年、
むし歯と歯周病は早い段階で発見し、
病状のリスクを把握して適切に対応
することにより病状悪化を抑制し健
全な状態への回復が可能となってき
ています。お口の健康管理は予防的
歯科診療が中心であり、広く日常的
に実施されていますが、緊急事態宣
言下では、治療の緊急度の観点から
延期を余儀なくされました。予防的
歯科診療の長期間にわたる中断は、
むし歯や歯周病の悪化を招きかねず、

コロナ感染症の重症化に関連すると
される生活習慣病のリスク因子にも
影響を与え、日々の生活と健康に悪
影響を及ぼす可能性が極めて高いと
考えられます。流行期がある程度終
息した後、次の流行期が来るまでの
間の流行間期には、先送りされた予
防的歯科診療を受診して、お口の健
康管理を万全にして感染しにくい状
態を保つことが大切なのです。ご高
齢の方や基礎疾患がある方で新型コ
ロナウイルス感染へのリスクが高い
場合、かかりつけ歯科医が予防的歯
科受診を推奨するか判断いたします
ので、まずはかかりつけ歯科医にご
相談ください。また、 9 月より歯科
医師会会員の医院にて市の成人歯科
健診が始まっております。案内が届
いた該当される市民の方はこの機会
に受診されることをお勧めします。
予防的歯科診療を介してのコロナ感
染拡大事例や歯科医療機関での大き
なクラスター発生は報告されていま
せん（ 9 月 1 日現在）。どうか安心
して受診していただきたいと思いま
す。

　※参考：「新型コロナウイルス時
代の口腔健康管理－課題と対応－」
日本口腔衛生学会新型コロナウイル
ス感染症対策検討本部編

（東久留米市歯科医師会）

コロナが導く再認識「今こそ予防的歯科治療を！」 

8面からつづく
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※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

　☆ヨーヨー教室＝ １０月１８日（日）
午後２時半～３時半 ヨーヨーやディ
アボロを教えてもらいます 小学生
上村哲弘氏
　☆わらべうたスマイル講座＝ ２１日
（水）午前１０時半～１１時 「返事遊び」
わらべうたと育児の悩み相談 ０歳児
とその保護者 原悠子氏 当日受け付
け
　☆幼児のつどい＝ ２２日が「運動
遊び・１０月のお誕生日会」、２９日が「作っ
て遊ぼう」、１１月 ５日が「触れ合い遊
び・１１月のお誕生日会」、いずれも木
曜日午前１０時半からと１１時 ５分からの
２部制 １歳～４歳児とその保護者
各回１５組 第１部が定員を超えた場合
のみ第２部を実施 ２２日分は１０月１６日
（金）、２９日分は
１０月２３日（金）、
１１月 ５日分は１０
月２９日（木）の
いずれも午後１
時半から電話で
のみ受け付け

　☆おはなし会＝ １０月２０日、２７日い
ずれも火曜日午後３時５０分から 絵本
の読み聞かせ、素話など 小学生 協
力はおはなしくぬぎ、中央図書館
　☆幼児のつどい＝ ２２日が「シア
ター」、２９日が「ハロウィンと８月～
１０月生まれのお誕生日会」、１１月 ５日
が「収穫ごっこ」、いずれも木曜日午
前１０時半からと１１時からの２部制 １
歳～４歳児とその保護者 各回１２組
第１部が定員を超えた場合のみ第２部
を実施 ２２日分は１０月１６日（金）、２９
日分は１０月２３日（金）、１１月 ５日分は
１０月２９日（木）のいずれも午後１時半

から電話でのみ受け付け
　☆リラクゼーションヨガ＝ ２７日
（火）午前１０時から 子ども連れで参
加できるヨガ 乳幼児とその保護者
先着８組 aki氏 長めのタオル、飲
み物、足先の出
る動きやすい服
装 妊娠初期の
方はご遠慮くだ
さい １０月２０日
（火）午前１０時
から受け付け
（電話可）

　☆ぴよぴよママの会＝ １０月２１日
（水）午前１０時～１１時半 助産師によ
る体重測定・育児相談 ０歳児とその
保護者 バスタオル、母子健康手帳
きょうだいの保育はありません 当日
受け付け
　☆おはなしの日＝ ２１日（水）午後
３時４５分～４時１５分 絵本の読み聞か
せや素話 幼児～小学生 水曜おはな
し会 当日受け付け
　☆幼児のつどい＝ ２２日が「お
外遊びと１０月誕生会」１歳児（うさぎ）、
２９日が「新聞紙遊びと１０月誕生会」２
歳～ ４歳児（あひる）、１１月 ５日が「新
聞紙遊び」１歳児（うさぎ）、いずれ
も木曜日午前１０時半からと１１時からの
２部制 各回１５組 第１部が定員を超
えた場合のみ第２部を実施 ２２日分は
１０月１６日（金）、２９日分は１０月２３日（金）、
１１月 ５日分は１０月２９日（木）のいずれ
も午後１時半から電話でのみ受け付け
　☆0ちゃんの絵本＝ ２８日（水）午
前１１時から 絵本の読み聞かせ、手遊
びなど ０歳児とその保護者 ５組
当日受け付け
　☆ひばスポ＝ ３１日（土）午後５時
半から 卓球 中学・高校生世代 １０

月１７日（土）午前１０時から受け付け

市民オープンソフトテニス大会
　 １１月 ３日（祝）午前８時４５分から
（予備日は１１月２９日） 市立テニスコー
ト １人５００円 １人単位で申し込んで
ください。初心者から上級者まで受け
付けます １０月２５日（日）までにソ
フトテニス連盟・井部☎４７５・８２７９へ
初心者クライミング教室
　 全３回。１１月１２日・１９日・２６日の
いずれも木曜日午後７時～ ９時 ス
ポーツセンター 市内在住・在勤で中
学生以上の方（中学生は保護者同伴）
２０人（応募多数の場合は抽選）

２,４００円（施設使用料、保険代など）
１１月 ５日（木）までに（消印有効）、

往復はがきに教室名、住所、氏名、年
齢、電話番号、在勤・在学の方は勤務
先・学校名を記入の上（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、
市体育協会宛て郵送
を 同協会☎４７０・
２７２２

地元のお店のファンになろう！
「くるくる商店めぐり」を開催します
　市商工会では、市内商店など４店舗
を巡り、店主から豆知識を聞いたり、
試食を行ったりする「くるくる商店め
ぐり」を開催します。
　 １０月２８日（水）が「シャモア」
～「Bluebirdベイクハウス」～「E・
den」、２９日（木）が「キシュエルドゥ
ちいさな森」～「bagelとまさるくん」
～「大年」、３０日（金）が「ポッシュ」
～「演劇ひろば」～「ゴールデンミー
ト」。「ＦＭひがしくるめ」には全日程
で訪問します 無料 応募多数の場合
は抽選となります。また、新型コロナ
ウイルス感染拡大など不測の事態に
よって予定を変更する場合があります。
予めご了承ください 詳細は同会ホー
ムページをご覧ください 同会・
岩崎☎４７１・７５７７へ
社会保険労務士による無料相談会
　 １０月２８日（水）午後１時半～４時
市役所１階屋内ひろば 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） 無料 当日直接会場へ
生活文化課☎４７０・７７３８
三原色の粘土でクリスマスケーキを
つくろう
　赤・青・黄色の三原色の粘土で色あ
そびをしながら、楽しく粘土のお菓子
をつくって、今年のクリスマスを一足
先に楽しみましょ
う。親子参加と一
般参加があります。
　 １１月２８日（土）
①午前１０時半から
（１０時１５分から受け
付け）②午後２時か
ら（１時４５分から受け付け） 生涯
学習センター創作室 ①が親子（５
歳児～小学４年生とその保護者）・６組
（１２人）、②が一般（小学３年生以上）・
１２人 造形教室講師の手島まゆ子氏
８００円 １０月１７日（土）午前９時

から電話または直接同センター（第４
月曜日を除く午前９時～午後９時）☎
４７３・７８１１へ
市ツイッター・フェイスブックも
ご覧ください
　市ツイッター（https://twitter.com/hi
gashikurume_p）と市フェイスブック
ページ（https://ja-jp.facebook.com/higa
shikurumecity）では、市内で開催す
るイベントなど、東久留米に関する情
報を発信しています。ぜひ、ご利用く
ださい。
　 秘書広報課広報係☎４７０・７７０８　
※市では、他にも防災・防犯用（アカ
ウントID「higashikurume_b」）や、図
書館（アカウントID「higashikurume_
t」）のツイッターアカウントがありま
す。詳細は市ホームページをご覧くだ
さい。
広報ひがしくるめを
スマートフォン用の無料アプリ
「マチイロ」で配信しています
　スマートフォンなどで下のQRコー
ドを読み取り同アプリを取得して「お
住まいの地域」で「東京都東久留米市」
を登録の上、ご利用ください。
　 マチイロは、株式会社ホープが運
営しています▼利用
中に広告が表示され
ますが、市はその内
容に一切責任を負い
ません▼通信料は利
用者の負担になりま
す 秘書広報課広報
係☎４７０・７７０８

薬湯の日“柿の葉湯”
　 １１月 １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 就学児未満は無料 各利用施設

ガ イ ド

身に覚えのない商品の送り付けに
ご注意を！
Ｑ．宅配便で健康食品が届いたので、
家族が注文したと思い、受け取って
しまいました。請求書が同封されて
いますが、払わなくてはいけないの
でしょうか。
Ａ．この事例は、業者が勝手に品物
を送り付け、代金を請求する「送り
付け商法」かもしれません。注文し
ていない品物を送り付け、受け取っ
たことで支払い義務があると消費者
に勘違いさせて、支払わせようとす
る手口です。最近ではマスクが送ら
れてきた事例や、植物の種子が外国
から送られてきたなどがあります。
身に覚えがない品物が送られてきた
ら、宅配業者に、受け取り拒否をし
て、品物を受け取らないでください。
もし受け取ってしまっても、特定商
取引法で、「届いた荷物を１４日間そ
のままにしておけば、その後は自由
に処分できる」と定めています。
　勧誘の電話があった場合、購入す
るつもりがなければ、「いりません。
もう電話しないでください」ときっ
ぱり断りましょう。もし品物が届い

てしまっても、書面を受け取った日
を含めて８日以内であれば、クーリ
ング・オフをすることができます。
一度代金を支払ってしまうと、お金
を取り戻すのは、極めて困難ですの
で、お金を支払わないことが大切で
す。
　海外から「謎の種」が自宅に送ら
れてきたという相談も増えています。
封筒を開けると、植物の種子の詰
まった小袋が入っているようです。
今のところ、消費者が代金を請求さ
れる事例はありませんが十分注意し
てください。
　封筒には、氏名、住所や携帯電話
番号などが正確に記載されており、
送り主の狙いが分かりません。農林
水産省は、不審な種子が届いた場合、
種入りの小袋を開封せず、最寄りの
植物防疫所に連絡するように求めて
います。
　健康食品などの送り付け商法は、
高齢者の被害が多いため、家族や見
守る立場の人は、高齢者がトラブル
に遭っていないか注意しましょう。
　困ったことや、分からない事が
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☎
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☎１８８

▲「マチイロ」
QR コード
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