
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☎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

必ず保険証をご持参ください
保険証がないと自費診療になります休日・夜間診療休日・夜間診療

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。混雑具合により受付時間がずれる場合があります。
　 ５ 月１６日・２３日
　　＝わくわく健康プラザ内休日医科診療所（滝山 ４− ３−１４、☎４７３・３６６３）
　 ５ 月３０日＝さくらんぼキッズクリニック（南町 ４− １−１７、☎４９７・６２００）
【歯科】
　 ５ 月１６日・２３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、☎４７３・３６６３）
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１６日・３０日＝前田病院（中央町 ５−１３−３４、☎４７３・２１３３）
　 ５ 月２３日＝滝山病院（滝山 ４− １−１８、☎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、☎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）

広告欄　内容については広告主にお問い合わせください

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、予防接種を ２回することで予防
効果が高まります。 ３年度は、次の対
象者へ個別通知を発送します。
　e▼第 １期＝令和 ２年 ４月 １日〜 ３
年 ３月３１日生まれの方▼第 ２期＝平成
２７年 ４月 ２日〜２８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
女性のための健康講座　第 １弾
〜ヨガでこころも身体も美しく健康に〜
　自分の身体をねぎらっていますか。
プレ更年期という３０歳代後半頃から更
年期障害に似た症状に悩まされている
方が増えています。女性らしい美しさ
や健康を保つ女性ホルモンとライフス
テージの関係を知り、自分の大切な身
体や日々の食事について見つめ直して
みませんか。講座では、講話やヨガ・
ストレッチを通して更年期の身体の変
化と、それに伴うストレスとの向き合
い方について考えます。こころも身体
もしなやかに美しくなりましょう。
　a ６ 月 ４日（金）午前１０時〜正午b
わくわく健康プラザc保健師による講
話と運動指導士によるヨガ・ストレッ
チeおおむね３０歳〜４０歳代の女性
f先着１０人hタオル、飲み物i動きや
すい服装、マスク着用でお越しくださ
いj第 ２弾・食事編は ６月１５日（火）
開催予定です。詳細は広報 ６月 １日号
でお知らせしますk ５ 月１７日（月）〜
３１日（月）に電話で健康課保健サービ
ス係☎４７７・００２２へl同係
子ども相談
　a ５ 月２６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受けます
e幼児とその保護者kl電話で健康課
保健サービス係☎４７７・００２２へ

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
　☆手作り布おもちゃの会＝a ６ 月 １
日（火）・１５日（火）午前１０時〜１１時
半e ０ 歳児とその保護者f ６ 組h縫い
針、布切りはさみkl ５ 月２５日（火）
午前１０時から同センターへ

センター上の原（ ）上の原 １−２−４４
電話４２０・９０１１

　☆赤ちゃん広場「はいはいの会」＝
a ６ 月 ４日（金）午前１０時〜１１時半c
親子の触れ合い遊び、情報交換、栄養
士による相談、体重測定他e ７ カ月〜
１２カ月児とその保護者f ６ 組hバスタ
オルj兄姉の保育あり。先着 ３人（要
予約）kl ５ 月２８日（金）午前１０時か
ら同センターへ
◎センター上の原のご案内
　地域子ども家庭支援センター上の原
には、乳幼児のお子さんを連れた親子
が遊びに来ています。お子さんを通し
て交流したり、子育ての情報交換がで
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。
　c▼開館日時＝月曜〜金曜日（祝日、
年末年始を除く）午前 ９時半〜午後 ４
時▼施設案内＝乳児室（授乳コー
ナー・畳の赤ちゃんコーナー。赤ちゃ
んが安心して遊べます）、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）など。　※同センター
は「赤ちゃん・ふらっと」（小さなお
子さんを連れた方が安心してお出かけ
できるよう整備された、授乳やおむつ
替えができるス
ペース）を設置し
ている施設です。
▼事業案内＝主に
未就園児向けの事
業を行っています。
詳細は毎号の広報
紙をご覧ください。

乳幼児には保護者の同伴をお願いします。
行事の詳細などは各児童館へ問い合わせを。

あ お ぞ ら（ ）前沢４−２５−８
電話４７１・７０７１

　☆幼児のつどい＝ac ６ 月 ３日（木）
「あさがおを植えよう・ ６月のお誕生
日会」、午前１０時半からと１１時 ５分か
らの ２部制e １ 歳〜 ４歳児とその保護
者f各部１５組j第 １部が定員を超えた
場合にのみ第 ２部を実施k ５ 月２８日
（金）午後 １時半から電話でのみ受け
付け
　☆スポーツで元気＝ae ６ 月 ２ 日
（水）午前１０時〜１０時４５分がハイハイ
までのお子さん、１１時〜１１時４５分が歩
き始めているお子さんc「リーフス
ポーツ」の体操の先生による簡単な運
動遊びf各１０組d森川篤氏h飲み物j
動きやすい服装でk ５ 月２６日（水）午後

１時半から受け付け（電話可）

ひ ば り（ ）ひばりが丘団地 ８−１１
電話４６４・９３００

　☆幼児のつどい＝ace ６ 月 ３ 日
（木）「お外遊び」 ２歳〜 ４歳児（あ
ひる）、午前１０時半からと１１時からの
２部制f各１５組j第 １部が定員を超え
た場合にのみ第 ２部を実施k ５ 月２８日
（金）午後 １時半から電話でのみ受け
付け
　☆親子でふれあいリトミック＝ae
６ 月 ８日（火）午前１０時半〜１１時が首
が据わっている乳児とその保護者、午
前１１時１５分〜１１時４５分が歩き始めてい
る未就園児とその保護者c音に合わせ
て心と体を動かそうf各回１５人d千葉
理恵子氏h飲み物、汗拭きタオル、動
きやすい服装でk ６ 月 １日（火）午前
１０時から受け付け（電話可）

７面へつづく

83.　5.　15
※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。

※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

【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 3 年 ５ 月 1 日現在＞　人口117,069人（うち外国人2,261人）／前月比４9増
男５6,937人／前月比21増　　女60,132人／前月比28増　　世帯数５５,721　／前月比118増

⇩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.higashikuru
me.lg.jp）のご意見箱（「東久留米市について」「広
報・広聴」「声をお聞かせください」から）

くらしの情報は８面から始まり６面まで続きます
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８面からつづく

中 央（ ）中央町 １−１０−１１
電話４７６・２１６１

　☆おはなし会＝a ６ 月 １日（火）午
後 ３時５０分からc絵本の読み聞かせ、
素話などe小学生j協力はおはなしく
ぬぎ
　☆幼児のつどい＝ac ６ 月 ３ 日
（木）が「シアター」、午前１０時半か
らと１１時からの ２
部制e １ 歳〜 ４歳
児とその保護者f
各部１２組j第 １部
が定員を超えた場
合にのみ第 ２ 部を実施k ５ 月２８日
（金）午後 １時半から電話でのみ受け
付け

け や き（ ）大門町２−１０− ５
電話４７４・６６５３

　☆幼児のつどい＝ac ６ 月 ３ 日
（木）「けやっぴーの冒険」、午前１０時
半からと１１時１０分からの ２部制e １ 歳
〜 ４歳児f各部１５組j第 １部が定員を
超えた場合にのみ
第 ２部を実施k ５
月２８日（金）午後
１時半から電話で
のみ受け付け

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」
〜東京都・公益財団法人東京都体育協
会・市体育協会主催、市ソフトテニス
連盟主管
　a ６ 月１２日（土）午前 ８時半〜午後
４時（ ８時半から受け付け〈予備日 ６
月２６日〉）b市立テニスコート（滝山
２− ３）e市内在住・在学の小学 ３年
〜中学生の初心者f１００人（小学生１０
人、中学生９０人）g無料hテニスシュー
ズ、ラケット、タオル、帽子、弁当、
飲み物k ６ 月 ２日（水）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（返信用
にも住所・氏名を）記入の上、〒２０３
−００１１、大門町 ２−１４−３７、スポーツ
センター内、体育協会宛て郵送または
ファクス（４７０・４６００）をl同協会事
務局☎４７０・２７２２
親子球技大会〜ドッジボール大会
〜スポーツセンター主催
　親子一緒に身体を動かし、家庭以外
でコミュニケーションをはかり地域の
子どもとの交流を深めます。

　a ６ 月２７日（日）午後 １時〜 ４時b
スポーツセンター第 １体育室e年長〜
小学生とその保護者f先着５０組g５００
円h飲み物、室内履き、タオルk ５ 月
３１日（月）までに同センターへ（電話
可）l同センター☎４７０・７９００
クライミングウォール使用認定会
〜市体育協会主催
　a ６ 月２９日（火）午後 ７時〜 ９時（大
人体験会と並行して開催）bスポーツ
センターe高校生年代以上で、リード
クライミング技術を習得し、グレード
５．１０前半程度が完登できる方f１０人g
１，３００円（施設使用料、保険料など。
当日集金）h用具（持っている方のみ）、
認め印i未成年者は保護者の同意が必
要ですj判定員は市山岳連盟員k ６ 月
２１日（月）までに市体育協会に電話を
l同協会☎４７０・２７２２

３ 年度の加入がお済みでない方へ
交通災害共済「ちょこっと共済」
に加入しませんか
　万が一の交通事故に備えて「東京都
市町村民交通災害共済（ちょこっと共
済）」に加入しませんか。ちょこっと
共済は、東京都３９全市町村が共同で実
施する共済制度で、会員が交通事故の
けがにより治療を受けた場合、会員の
皆さんが出し合った会費から、見舞金
をお支払いする事業です。現在、 ３年
度の加入申し込みを随時受け付けてい
ます。
　c▼共済期間＝加入日の翌日〜 ４年
３月３１日▼加入資格＝共済期間の開始
日に市内に住民登録のある方▼会費＝
Aコースが１，０００円、Bコースが５００円
（コースによって見舞金の額が異なり
ます）▼加入申し込み＝管理課（市役
所 ５階）、上の原・ひばりが丘・滝山
の各連絡所、市内の金融機関（ゆうちょ
銀行を除く）で受け付けています。ま
た、インターネット申し込みもご利用
できます。詳細は、ちょこっと共済ホー
ムページをご確認くださいl同課管理
調整担当☎４７０・７７６４
都営住宅（東久留米市地元割当）へ
の入居者を募集します
　【募集住戸・戸数など】①単身者向
け＝幸町一丁目（幸町 １− ９）・１戸（ １
DK）②家族向け＝大門町二丁目（大
門町 ２−１２）・ １戸（ ２ DK）
　【申し込み資格】①単身者向け＝「市
内に継続して ３年以上居住しているこ
と」「心身障害者、生活保護受給者ま
たは６０歳以上の方であること」「所得
が一定の基準内であること」など②家
族向け＝「申し込み者が市内に居住し
ていること」「所得が一定の基準内で
あること」など。
　※詳細は募集案内をご確認ください。
なお、 ５月上旬に実施された都の定期
募集に申し込んでいる場合でも、申し
込み可能です。ただし、両方に当選し

た場合には、どちらか一方を辞退して
いただきます。
　【募集案内の配布期間・場所】土曜・
日曜日を除く ５月２１日（金）〜３１日
（月）に都市計画課（市役所 ５階）、
上の原・ひばりが丘・滝山の各連絡所、
東部地域センターで
　k ６ 月 ３日（木）までに（必着）、
募集案内に折り込みの申込書・申込封
筒（宛先不要）に必要事項を記入の上、
郵送してください。窓口での受け付け
はできませんl同課土地利用計画担当
☎４７０・７７８２
シャキシャキ介護予防教室
　毎日の生活をいきいきと過ごしてい
ただくために、日頃から簡単に取り入
れられる「運動・栄養・口腔ケア」に
ついて ２カ月間コー
スの教室を開催しま
す。楽しく学び、体
を動かしながら、「こ
れならできそう！」
という習慣を身につ
けていきましょう。
　a① ６月１０日〜 ８月 ５日の毎週木曜
日午前１０時〜１１時半（全 ８回）、② ６
月１１日〜 ８月 ６日の毎週金曜日午前１０
時〜１１時半（全 ８回）、③ ６月１１日〜
８月 ６日の毎週金曜日午後 ２時〜 ３時
半（全 ８回）bスポーツクラブルネサ
ンス東久留米（西武池袋線「東久留米
駅」西口より徒歩 ７分）e市内在住の
概ね６５歳以上の市民で介護保険認定が
なく、医師より運動制限の指示のない
方f①１０人、②・③各１７人g無料hマ
スク、汗拭き用タオル、室内履き、飲
み物i新型コロナウイルス感染拡大に
より実施内容を変更する可能性があり
ますj動きやすい服装でk ５ 月１７日
（月）から、土曜・日曜日、祝日を除
く平日午前１１時〜午後 ５時に同スポー
ツクラブ☎０７０・４２３８・８１３６で受け付
けl介護福祉課地域ケア係☎４７０・
７７７７（内線２５０１〜２５０３）
６ 月 １日は「人権擁護委員の日」
　人権擁護委員が組織する全国人権擁
護委員連合会では、人権擁護委員法の
施行日である ６月 １日を「人権擁護委
員の日」と定め、人権擁護委員が国民
の皆さんの相談に応じる存在として、
各市町村に配置されていることを伝え
るとともに、人権尊重の大切さを呼び
かける日としています。
　人権擁護委員は、法務大臣が委嘱し
た民間の方々で、人権意識を高め、人
権について理解を深めてもらうための
活動、人権に関する相談を行っていま
す。なお、新型コロナウイルス感染拡
大の影響から、特設人権相談は中止さ
せていただきます。次の電話・インター
ネットによる相談をご利用ください。
　▼電話相談＝①みんなの人権１１０番
☎０５７０・００３・１１０②女性の人権ホット
ライン☎０５７０・０７０・８１０▼インターネッ
ト相談＝法務省インターネット人権相
談窓口（https://www.jinken.go.jp/）
l生活文化課☎４７０・７７３８

医療保険について
Ｑ．病気やケガに備えて医療保険に
加入しようと思います。保険ショッ
プでいろいろな商品を勧められます
が、どれを選んでよいかわかりませ
ん。
Ａ．民間の保険は公的な保険を補う
役割があります。一般的に①生命保
険につける医療特約②その特約部分
だけ切り離して販売される医療保険
③都道府県民共済などの医療共済に
大別されます。
　公的医療保険（健康保険）には、
１カ月の自己負担の上限額が決まっ
ている高額療養費制度があり、病気
になっても負担はさほど大きくなり
ません。過度の心配はいらないで
しょう。
　医療保険の主契約は、主に入院保
障と手術保障です。入院保障は、入
院何日目から受け取れるのか、手術
給付金は入院日額の何倍なのか、商
品によって条件が違います。保険会
社の契約で支払いの条件に当ては
まった場合だけ給付金がもらえます。
約款で定めた支払い要件に該当しな
いときには給付金が受け取れません。

支払い要件をよく確認しましょう。
「入院」「手術」の支払い要件は複
雑なので、もらえるはずと思って請
求したのに、支払われないというこ
とがあります。
　保証期間と払い込み期間について
も比較しましょう。１０年保証と終身
保障を比較すると、月額の保険料は
期間が短い１０年のほうが当然安くな
ります。１０年経過後に更新すれば保
険料は上がり、支払額の総額は高く
なる可能性があります。また、払込
期間が短ければ月額保険料は高くて
も保険料の総額は安く、長ければ月
額は安くても総額は高くなります。
　保障内容・保障期間・払込期間の
３つをそろえて比較検討するのは、
医療保険だけでなく死亡保険など、
どの保険にも当てはまる選び方です。
　保険を見直そうと思ったときに、
複数の保険会社の商品を扱っている
保険ショップを利用する人が増えて
います。しかし、保険ショップは保
険販売によって利益を上げる民間企
業です。相談する前にどのような保
障をいくらくらい備えておきたいか
を考えておきましょう。即決せず冷
静に検討することが大切です。
《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

73.　5.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

【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

※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。

南部地域センター・市民プラザ
５月・ ６月の催し物
　☆バクさんとその仲間と♪音楽と＝a ５ 月３０
日（日）午後 １時１５分から（ １時開場）b南部
地域センター講習室 １・ ２c人気司会者のトー
クと演奏で過ごす午後のひと時をお楽しみくだ
さいf４０人（要予約）g５００円（当日集金）
kl電話で同センター☎４５１・２０２１へ（窓口で
も可）

　☆ヨガ教室〜身体のコリを解消しよう＝a ６
月１９日（土）①午前 ９時半〜１０時半②１１時〜正午
b市民プラザ会議室cおうち時間をもっと楽し
く、リラックス。身体のコリを解消するヘルシー
＆ビューティレッスンf各１０人（要予約）d中村
陽子氏g各５００円h飲み物、首にかけられる長さ
のタオルi動きやすい服装で。当日はマスク着
用と事前の検温・体調チェックをお願いします
kl電話で同プラザ☎４７０・７８１３へ（窓口でも可）

５
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多摩六都科学館
プラネタリウム「ノチウ」関連企画
①ことばから見るアイヌ文化と自然観
　生解説プラネタリウム「ノチウ－ア
イヌ民族の星座をたずねて－」で紹介
している、独自の星座や星名を語り継
いできたアイヌ民族。その文化や世界
観、そしてアイヌ語について、言語学
の視点から解説します。
　a ５ 月２９日（土）午後 ５時半〜 ７時
d千葉大学名誉教授の中川裕氏kウェ
ブサイトは先着順で受け付け中。はが
きの場合は必要事項を記入の上、 ５月
１９日（水）までに（必着）、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、同館宛て郵送を
②アイヌの傍らで撮影を続けて
　現代を生きるアイヌの人々。その姿
を写真に、言葉を心にとどめてきた写
真家である講師が、たくさんの作品と
ともにお話します。
　a ６ 月 ５日（土）午後 ５時半〜 ７時
d写真家の宇井眞紀子氏kウェブサイ
トは先着順で受け付け中。はがきの場
合は ５月２４日（月）までに（必着）、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、同館宛て郵送を
《①・②共通事項》
　b同館サイエンスエッグe小学 ５年
生〜大人　※小学生は保護者と参加
（参加者以外の入室不可）f各１００人
（ウェブサイトからの申し込みが８０人
〈先着順〉、はがきでの申し込みが２０
人〈応募多数の場合は抽選し、当選者
のみに参加券を郵送〉）g入館料５２０円
（小学 ５年生〜高校生２１０円）のみl
同館☎４６９・６１００
女性の起業を応援！「ひがしくる
めハナサクbiz．」〈咲く咲くカフェ〉
地域でつながるオンライン交流会
〜男女平等推進センター主催
　先輩起業家の方たちから、コロナ禍
で工夫したこと、オンラインを活用し
た取り組みについてお話を伺います。
コロナ禍での悩みを共有し、新しい可
能性を探るオンライン交流会に参加し
ませんか。交流会はZOOMで開催し
ます。
　a ６ 月 ３日（木）午前１０時〜１１時半
e起業している女性、起業を考えてい
る女性f２０人（要申し込み）dモデレー
ターはウエスト東京女性活躍応援カ
フェ主宰の山本まゆみ氏g無料
jZOOMの使い方に不安のある方に
は別途事前に、オンラインでZOOM
ミニ・レッスンを準備します（① ５月
２７日〈木〉午後 ２時〜 ３時、② ６月 １日
〈火〉午前１０〜１１時）k ５ 月１７日（月）
から電子メールで受け付け（氏名〈ふ
りがな〉・電話番号・電子メールアド
レス・ZOOMの経験の有無・事前
ZOOMミニレッスン希望の場合の日
時を明記の上、男女平等推進センター
〈fifty2@city.higashikurume.lg.jp〉�
宛て送信を）l電話（４７２・００６１）・メー
ルまたは直接同センターへ
保育付き家庭教育講座「体にやさし
いケアー・ヨーガ（初級）」
　簡単な動きで、体のコリや疲れを一
緒にゆるめてみませんか。脳をリラッ
クスさせて、仕事や育児など忙しい
日々のストレスを和らげ、免疫力を
アップさせましょう。男性の方もぜひ
ご参加ください。
　ac全 ３回。① ６月２３日（水）「ス
トレスチェック、呼吸の話、頭頂から

上半身を重点的に」、② ６月３０日（水）
「下半身からつま先を重点的に」、③
７月１４日（水）「頭頂からつま先まで。
脚の左右バランスを確認します」、い
ずれも午前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f２０人（定員を超えた場合は抽
選）dヨーガ・インストラクターの作
山佳倭杞氏g無料hヨーガマットまた
は厚手のバスタオルj １ 歳半〜未就学
児の保育あり（定員 ８人。要予約）k
５ 月１７日（月）〜３１日（月）に、市文
化協会へ電話（４７７・４７００）・ファクス
（番号は電話と同じ）・同協会ホーム
ページ（右QRコー
ド）から申し込みを。
電話は第 ４月曜日を
除く平日の午前 ９時
〜午後 ５時受け付け。
ファクスの場合は講座名・氏名・住所・
年令・電話番号・保育の有無（有りの
場合は、お子様の氏名・年齢）を記入
の上、送信をl同協会
カラス被害の予防について
　 ６月前後はカラスの繁殖期です。カ
ラスの多くは、卵やひなを守るために、
巣やひなに近づくと威嚇などをしてき
ます。また、多くのカラスは、えさの
捕れる周辺に生息します。えさとなり
やすい生ごみを少なくするなどの、ご
みの出し方を工夫することが大切です。
　カラスに威嚇などされないために、
次のような予防対策をしましょう。
　◎予防対策＝▼カラスを刺激しない
▼巣やひなに近づかない▼帽子や日傘
で身を守る
　l環境政策課☎４７０・７７５３

ガ イ ド
ファミリー・サポート・センター
サポート会員募集
　ファミリー・サポート・センターは、
有償の子育て助け合い事業です。お子
さんの預かりや送迎を手伝ってくださ
る地域の協力者を募集しています。協
力者は入会後に講習会（ ６月予定）を
受講していただき、修了後に活動を紹
介します。講習会前のこの時期にぜひ
事業説明会にご参加ください（事前予
約制、利用者・協力者合同）。
　◎事業説明会＝a① ５月２９日（土）
午前１０時から② ６月 ４日（金）午後 １
時３０分から③ ６月 ９日（水）午前１０時
から、①〜③いずれも３０分程度b①・
②わくわく健康プラザ ２階社協会議室
③市民プラザ会議室f各１０人h事前送
付資料、入会希望者（保護者）の顔写真、
本人確認書類（健康保険証、運転免許
証など）jお子さんの同席可（保育な
し）kl同センター☎４７５・３２９４へ
　◎サポート会員講習会＝a ６ 月１７日
（木）〜 ７月 ２日（金）のうち ６日間。
　※詳細はお問い合わせください。b
わくわく健康プラザ集会室 １kl同セ
ンター☎４７５・３２９４へ
田無警察署からのお知らせ
空き巣被害などに注意してください
　不在時に住宅や店舗・工事現場内な
どから、お金や貴重品が盗まれる被害
が発生しています。これらの被害は、
次の対策を講じることでリスクを減ら
すことができます。
　◎防犯対策＝▼短時間の外出や在宅
時でも ２階など不在場所の戸締まりを
徹底▼施錠箇所に補助鍵を活用し、二
重施錠する▼ガラスに防犯フィルムを
貼り付ける▼防犯カメラや人感セン

サーなどを設置する▼必要以上の金銭
を保管しない。貴重品の保管管理を徹
底する▼住民相互に連携し、見慣れな
い者が、キョロキョロと不審な行動を
していたら、迷わず１１０番通報。
　泥棒は、防犯対策がなく、人目に付
かない入りやすい場所を見つけて盗み
に入ります。対策をして、「入りにく
い家」と思わせることが大切です。
　l田無警察署☎４６７・０１１０
４ 月１６日以降の税務署での申告書
の作成・相談について
　東村山税務署での申告書の作成・相
談は事前予約制となっています。まず
は電話で相談日時をご予約ください
（音声案内に従って「 ２」を選択）。
なお、提出のみの場合は予約の必要は
ありません。
　l同税務署☎０４２・３９４・６８１１

東久留米市総合水防訓練への市
民参加の中止について
　広報 ５月 １日号 ５面に掲載した
東久留米市総合水防訓練（▼日時
＝ ５ 月２３日〈日〉午前１０時半〜正午
▼場所＝小山小学校、南町小学校）
について、市民の皆さんの参加を
呼びかけていましたが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため、
市職員のみでの訓練とさせていた
だきます。
　l防災防犯課防災防犯担当☎
４７０・７７６９

学童保育所職員募集説明会（４面）
　a ５ 月３１日（月）b市役所 ５階
５０１会議室l児童青少年課児童青少
年係☎４７０・７７３５
市民プラザプチコンサート「クラ
シックギター名曲選」（ ９面）
　a ５ 月１５日（土）b市民プラザホー
ルl同プラザ☎４７０・７８１３
子ども家庭支援センター（１２面）
　☆十小なかよし広場＝a ５ 月２１日
（金）b第十小学校l同センター☎
４７１・０９１０
　☆わくわく赤ちゃん広場（はいは
いの会）＝　a２６日（水）bl同セ
ンター☎４７１・０９１０
　☆手作り布おもちゃの会＝a１８日
（火）bl同センター☎４７１・０９１０
　☆わくわくおはなし広場＝a２４日
（月）bl同センター☎４７１・０９１０
地域子ども家庭支援センター上の原
（１１面）
　☆ちびっこ育児講座（ １・ ２歳児
ママのおしゃべり広場）＝a ５ 月１９
　日（水）bl同センター上の原☎
４２０・９０１１
　☆おはなし広場＝a１７日（月）
bl同センター上の原☎４２０・９０１１
子どもセンターあおぞら（１１面）
　☆幼児のつどい（えのぐ遊び）＝
a ５ 月２０日（木）bl同センター☎
４７１・７０７１
　☆リトミック＝a２４日（月）bl
同センター☎４７１・７０７１
中央児童館（１１面）
　☆幼児のつどい（つくってあそぼ

う）＝a ５ 月２０日（木）bl同館☎
４７６・２１６１
　☆こども会議＝a１５日（土）bl
同館☎４７６・２１６１
けやき児童館（１１面）
　☆幼児のつどい（新聞紙遊び）＝
a ５ 月２０日（木）bl同館☎４７４・
６６５３
　☆リトミック講座＝a２８日（金）
bl同館☎４７４・６６５３
子どもセンターひばり（１１面）
　☆幼児のつどい（公園で遊ぼう〈六
仙公園〉）＝a ５ 月２０日（木）l同
センター☎４６４・９３００
　☆ひばスポ＝a１５日（土）bl同
センター☎４６４・９３００
児童の居場所づくり事業（１１面）
　◎小山台遺跡公園（屋外）＝a ５
月１５日（土）l児童青少年課児童青
少年係☎４７０・７７３５
　◎本村小学校（体育館）＝a１８日
（火）l児童青少年課児童青少年係
☎４７０・７７３５
スポーツ推進委員会新企画
「ムリなく続けられる　どこでも 
スポーツ」（１１面）
　a ５ 月１５日（土）bスポーツセン�
ター ３階会議室l生涯学習課☎�
４７０・７７８４

　広報 ５月 １日号に掲載した、１５日（土）以降に開催を予定していたイベ
ントなどで、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言などを受け
て中止になったものについてお知らせします。
※�新型コロナウイルス感染拡大などの状況により、以下に掲載がないイベ
ントなどでも中止となる場合があります。あらかじめご了承ください（詳
しくは各イベントなどの問い合わせ先へご確認ください）。

広報５月１日号に掲載した
イベントなどの中止のお知らせ（５月１０日時点）

最新のイベント中止情報につい
ては市ホームページ
（右QRコード）を
ご覧ください。

63.　5.　15
※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。


