
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。
　 ８ 月１５日＝石橋クリニック（東本町 ８－ ９、☎４７７・５５６６）
　 ８ 月２２日・２９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）
【歯科】
　 ８ 月１５日・２２日・２９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）
　 ８ 月１５日・２９日＝前田病院（中央町 ５－１３－３４、☎４７３・２１３３）
　 ８ 月２２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）

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

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
食事・健康相談（保育付き）
　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。ご本人のほか、
家族からの相談もできます。
　a ８ 月２４日（火）午前 ９時〜１１時４５
分（ １人３０分程度）bわくわく健康プ
ラザ １階c生活習慣病予防や健康づく
りについての個別相談、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j生後 ５カ月
〜未就学児の保育あり。子育て中の方
も気軽に利用できますkl電話で健康
課保健サービス係☎４７７・００２２へ
子ども相談
　a ８ 月２５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
９ 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
るための知識をわかりやすくお話しま
す。
①プレ・パパママクラス＝a ９ 月 ６日
（月）午後 ０時半〜 ３時半
②プレママ・クッキング＝a ９ 月１４日
（火）午前 ９時４５分〜正午
③プレ・パパママクラス＝a ９ 月２７日
（月）午後 ０時半〜 ３時半

④妊婦歯科健診＝a ９ 月２８日（火）午
後 １時１５分〜 ３時
《共通事項》bわくわく健康プラザ内
eおおむね妊娠２０週以降の方（③はそ
の夫も参加可）f先着１５組（ただし、初
産の方を優先）j ４ 回で １コース。た
だし、 １回のみの参加も可kl電話で
健康課保健サービス係☎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。

あ お ぞ ら（ ）前沢４−２５−８
電話４７１・７０７１

　☆スポーツで元気＝ae ９ 月 １ 日
（水）午前１０時〜１０時４５分がハイハイ
までのお子さん、午前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 ８ 月２５日（水）
午後 １時半から受け付け（電話可）
　☆幼児のつどい＝a ９ 月 ２日（木）
午前１０時半からと１１時 ５分からの ２部
制c「えのぐあそび」e １ 〜 ４歳児と
その保護者f各部１５組j第 １部の定員
を超えた場合にのみ第 ２部を実施k ８
月２７日（金）午後 １時半から電話での
み受け付け
　☆わんぱくワンダーランド＝a ９ 月
７日（火）午前１１時〜１１時半cわらべ
うたや触れ合い遊びなど楽しく遊びま
すe１２カ月前後のお子さんとその保護
者f１５組k ９ 月 １日（水）午後 １時半
から受け付け（電話可）
　☆ベビーマッサージ＝a ９ 月１０日
（金）午前１０時〜１０時半と１１時〜１１時
半の ２部制e首が据わった ９カ月まで
のお子さんとその保護者f各部 ４組d
鈴木あゆみ氏hバスタオ
ルj動きやすい服装でk
８ 月３０日（月）午前１０時
から受け付け（電話可）

中 央（ ）中央町 １−１０−１１
電話４７６・２１６１

　☆幼児のつどい＝a ９ 月 ２日（木）
午前１０時半からと１１時からの ２部制c
作ってみよう！防災グッズe １ 〜 ４歳

児f各部１２組j第 １部の定員を超えた
場合にのみ第 ２ 部を実施k ８ 月２７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＝a ９ 月 ２日（木）
午前１０時・１０時４０分・１１時２０分からの
３部制c「えんにちごっこ」e １ 〜 ４
歳児f１５組j第 １部の定員を超えた場
合にのみ第 ２部・第 ３部を実施k ８ 月
２７日（金）午後 １時半から電話でのみ
受け付け

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 ９ 月 ７
日・２１日のいずれも火曜日午前１０時〜
１１時半c材料は １セット無料で用意あ
り。オリジナルの布おもちゃを作りま
しょうe ０ 歳児とその保護
者f各 ６組h縫い針、ハサ
ミk ８ 月３１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

　☆上の原赤ちゃん広場「ねんねの会」
「はいはいの会」＝ae ９ 月 ３日（金）
が「はいはいの会」 ７カ月〜１２カ月児
とその保護者、１７日（金）が「ねんね
の会」 ０〜 ６カ月児とその保護者。い
ずれも午前１０時〜１１時半c親子の触れ
合い遊び、はいはいの会は栄養士、ね
んねの会は助産師による相談、体重測
定他f各 ６組hバスタオルj兄姉の保
育あり。各回先着 ３人（要予約）k ８
月２７日（金）午前１０時から同センター
へ
子育て講座「おやこで体操」
　親子で楽しく体を動かし、いい汗を
かいてリフレッシュしませんか。
　ae ９ 月３０日（木）①午前１０時から
が １歳〜 １歳１１カ月児とその保護者②
午前１１時からが ２・ ３歳児とその保護
者b東部地域センター講習室f各 ８組
d岡田陽子氏（OKJエアロビクスファ
ミリー所属）hタオル、飲み物j動き
やすい服装でk ８ 月３０日（月）午前１０
時から同センターへ

　熱中症は、一般的に毎年 ７〜 ８月頃に増加します。全国的にも熱中症警戒
アラートが発令されるなど、猛暑日が続いています。熱中症予防のポイント
を踏まえながら感染防止対策を徹底し、夏の過ごし方を工夫しましょう。
　詳しくは健康課保健サービス係☎４７７・００２２へ。

●暑さを避けること
・猛暑日の不要・不急の外出はでき
るだけ避けましょう。外出時に
は、日傘や帽子、通気性のよい服
を着用し、日陰を利用しましょう。
・室内では、（就寝中も）扇風機や
エアコンで温度や湿度を調節しま
しょう。カーテンやすだれも活用
し、窓からの日差しを和らげま
しょう。なお、感染症予防のため、
換気扇や窓開放によって換気を確
保しましょう。

●こまめに水分を補給すること
・のどの渇きを感じなくても、こま
めに水分を補給しましょう。大量
に汗をかいた時は、適度な塩分補
給も必要です。
・日頃から栄養バランスの良い食事
を心がけましょう。

３面へつづく

熱中症にご注意ください

熱中症予防のポイント

▲熱中症予防に関する
　市ホームページ

3.　8.　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。4

⇩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４面から始まり３面まで続きます

8
日 月 火 水 木 金 土
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日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 ９ 10 11
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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

人口と世帯＜令和 3 年 ８ 月 1 日現在＞　人口11７,0６７人（うち外国人2,2４3人）／前月比22減
男5６,９1９人／前月比 2 減　　女６0,1４８人／前月比20減　　世帯数55,７４７　／前月比 ７ 減



第９８回ソフトテニス市民大会（中
学生の部）
〜市ソフトテニス連盟主催
　a ９ 月 ４日（土）午前 ８時半から受
け付け。　※予備日は ９ 月１１日（土）。
b市立滝山テニスコートc種目＝ ２ ・
３年生男子の部、 ２・ ３年生女子の部、
１年生男子の部、 １年生女子の部e市
内在学の中学生g １ チーム５００円k ８
月２８日（土）までに（必着）、はがき
に住所・氏名・年齢・電話番号・参加
種目をご記入の上、〒２０３－００３３、滝
山 １－ ６－１３、井部誠二宛て郵送をl
同連盟・井部☎４７５・８２７９

南部地域センター
音楽健康指導士による６０歳からの
音楽で「脳トレ体操」
　ストレッチ＆リズムに合わせて脳ト
レ体操。ピアノに合わせてパタカラ体
操。コグニサイズで脳を鍛えましょう。
　a ８ 月３０日（月）午前１０時１５分〜１１
時半b南部地域センター ２階講習室 １
f１０人d国立音大出身の先生・音楽療
法のパイオニアの講師陣から個別の指
導を受けられますg１，０００円（当日集
金）kl南部地域センター☎４５１・
２０２１へ
「子どもの人権１１０番」強化週間
　学校における「いじめ」や家庭内に
おける児童虐待などの事案は、依然と

して数多く発生していることから、こ
れらの子どもをめぐるさまざまな人権
問題の解決を図るため、「子どもの人
権１１０番」強化週間を実施します。同
週間中は、相談活動の強化を目的とし
て、平日の電話相談受付時間を延長す
るとともに、土曜・日曜日にも電話相
談を受け付けます。
　a ８ 月２７日（金）〜 ９ 月 ２ 日（木）、
月曜〜金曜日が午前 ８時半〜午後 ７時、
土曜・日曜日が午前１０時〜午後 ５時に
子どもの人権１１０番☎０１２０・００７・１１０へ。
　※強化週間期間以外も、平日午前 ８
時半〜午後 ５時１５分に相談を受けてい
ます。l東京法務局人権擁護部第二課
☎０５７０・０１１・０００
市ファミリー・サポート・センター
事業説明会
　有償の子育て助け合い事業の登録説
明会を行います。保育園の送迎やお預
かりなどの協力者も募集中です。まず
は電話で問い合わせを。
　a ９ 月 ２日（木）午前１０時から１０時
半b市民プラザ会議室kl ８ 月２５日
（水）までにファミリー・サポート・
センター☎４７５・３２９４へ
第 ３回社交ダンスの集い
〜活き活き健康の会主催
　社交ダンスを楽しんでいる方、初心
者の方、興味のある方はお気軽にご参
加ください。
　a ９ 月２３日（祝）午後 １時半〜 ４時
b市民プラザホール（市役所 １階）g
無料j感染防止対策のため、検温、消
毒、マスク着用のご協力をお願いしま
すl同会会長・佐藤☎０９０・５３９６・
４５４４
若さを保つ！元気食教室
〜フレイル予防・低栄養予防のために〜
　元気が出る食べ方のコツを栄養士が

分かりやすく紹介します。
　a ２ 日間。 ９月１３日・２７日のいずれ
も月曜日午前１０時〜１１時４５分b西部地
域センター講習室 ２・ ３c簡単で栄養
のある食事や料理方法についての講義
などe ２ 日間参加できる市内在住の６５
歳以上の方で、医師から食事制限の指
示が出ていない方f先着１２人g無料
kl ８ 月１６日（月）午前 ９時から、電
話で介護福祉課地域ケア係☎４７０・
７７７７（内線２５０１〜２５０３）へ
介護予防講演会
「地域のつながりからはじめる
介護予防・フレイル予防大作戦」
　介護予防・フレイル予防には、地域
のつながりが重要ということをご存じ
ですか。地域で元気にいきいきと暮ら
していくためのヒントを学びます。
　a ９ 月１４日（火）午後 ２時〜 ４時（ １
時半から受け付け）b市民プラザホー
ル（市役所 １階）e市内在住の方f先
着３０人d一般財団法人医療経済研究・
社会保険福祉協会医療経済研究機構　

研究部主席研究員兼研究総務部次長　
業務推進部特命担当　服部真治氏g無
料j手話通訳ありkl ８ 月１７日（火）午
前 ９時から、電話で介護福祉課地域ケ
ア係☎４７０・７７７７（内線２５０１〜２５０３）へ
リハビリテーション職による
「お楽しみ基礎体力測定会」
　東久留米市の介護保険事業に携わる
リハビリテーション職より、楽しみな
がら自身の体の状態を簡単にチェック
する方法や介護予防・フレイル予防に
役立つ「わくわくすこやか体操」をご
紹介します。参加者には、セラバンド
（筋力アップのゴムバンド）をお渡し
します。ぜひご参加ください。
　a ９ 月 ９日（木）午後 ２時〜 ４時（ １
時半から受け付け）b市民プラザホー
ル（市役所 １階）e医師から運動を止
められていない、おおむね６５歳以上の
方f先着３０人g無料h飲み物、運動で
きる服装や靴kl ８ 月１８日（水）午前
１０時から、電話で介護福祉課地域ケア
係☎４７０・７７７７（内線２５０１〜２５０３）へ

４面からつづく

第４９回市民剣道大会
　a ９ 月２０日（祝）午前１０時から
bスポーツセンターl同大会事務
局・佐々木☎４７５・５９５６
児童の居場所づくり事業
　a ８ 月２８日（土）b小山小学校（図
書室）l児童青少年課児童青少年係
☎４７０・７７３５

人権・身の上相談
　a ８ 月１８日（水）b生活文化課相
談室l生活文化課☎４７０・７７３８

最新のイベント
中止情報につい
ては市ホーム
ページをご覧く
ださい。

イベントなどの中止のお知らせ（ ８月 ６日時点）
　広報 ８月 １日号などに掲載した、 ８月１５日（日）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をお知らせします。
　なお、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。

▲�イベント中止情報に関
する市ホームページ

９月の お気 軽に
　 無 料 相 談
お気 軽に
　 無 料 相 談
お気 軽に
　 無 料 相 談

相談内容 相談日 時間 会場 相談員 問い合わせ先

耐震相談
※電話相談 ９ 月は実施しません 東久留米建築

設計協会会員

同協会事務局・
桑原建築設計事
務所
☎４７６・１５１５

教育相談
※電話相談も可。

火曜〜　
� 土曜日

午前１０時〜
午後 ５時
（滝山のみ
水曜日は
６時まで）

中央相談室
（成美教育文化会館内
教育センター） 教育相談員

中央相談室
☎４７３・３６６７

月曜〜　
� 金曜日

滝山相談室
（西部地域センター内）

滝山相談室
☎４７５・８９０９

母子・父子相談 開庁日 午前 ８ 時半
〜午後 ５時

児童青少年課
（市役所 ２階）

母子・父子
自立支援員

児童青少年課
☎４７０・７７３６

身体障害者相談 １０日（金）
午前１０時〜
正午 市役所 １階相談室

身体障害者
相談員

前月末までに
障害福祉課
☎４７０・７７４７、
ファクス
４７５・８１８１

知的障害者相談 ８ 日（水） 知的障害者
相談員

心身障害者（児）
相談 平日 午前 ９ 時〜

午後 ５時

さいわい
福祉センター

さいわい福祉
センター支援員

同センター
☎４７７・２７１１

職業相談 開庁日 市役所 ２階
ワークコーナー

ハローワーク
三鷹職員 ※直接会場へ。

住宅増改築相談 ９ 日（木）
午前１０時〜
正午、
午後 １ 時〜
４時

市役所 １階
屋内ひろば

市住宅増改築
等斡旋事業登
録団体協議会

※直接会場へ。

消費者相談
※電話相談 平日

午前１０時〜
正午、
午後 １ 時〜
４時

消費生活
相談員

市消費者
センター
☎４７３・４５０５

行政相談 ８ 日（水） 午前１０時〜正午
生活文化課
（市役所 ２階） 行政相談委員 生活文化課

☎４７０・７７３８
妊婦訪問 希望する方は右記へ

問い合わせください。 ご自宅 助産師・
保健師

健康課
保健サービス係
☎４７７・００２２赤ちゃん訪問

生活困窮者
自立相談 開庁日 午前 ９ 時〜

午後 ４時
福祉総務課
（市役所 １階） 相談支援員 福祉総務課

☎４７０・７７４１

相談内容・定員 相談員 予約開始日 相談日 時間 会場 問い合わせ先

法律相談
（各日 ８人） 弁護士

８月２６日（木） １日（水）
８日（水）

午前１０時から 市役所 ２ 階
相談室

各予約開始日
の午前 ８ 時半
から電話で
生活文化課
☎４７０・７７３８

９ 月 ９ 日（木） １５日（水）
２２日（水）

不動産・相続・会社の
登記等相談（ ５人）
※電話相談

司法書士
８月２４日（火） １日（水）

午後 １時から

表示登記・土地の
境界等相談（ ４人）

土地家屋
調査士 午前１０時から

市役所 ２ 階
相談室相続・遺言・成年後見

等手続き相談（ ５人） 行政書士 ９月 ２日（木） ８日（水）
午後 １時から

税務相談（ ５人） 税理士 ９月 ７日（火）
１５日（水）人権・身の上相談（ ４人）

※電話相談 人権擁護委員 ９月 ９日（木） 午後 １時半
から

不動産取引相談（ ５人） 宅地建物取引士 ８月２６日（木） ２日（木）
午後 １時から

市役所 ２ 階
相談室

交通事故相談（ ５人） 弁護士
９月１６日（木） ２２日（水）年金・労災・雇用・保険・

人事管理等相談（ ４人）
社会保険
労務士 午前１０時から

女性の悩みごと相談
（各日 ４人）

女性
カウンセラー

８月１８日（水） ６日（月）
１３日（月） 午前１０時半〜

午後 ４時半 市役所 ２ 階
相談室

各予約開始日
の午前 ９ 時か
ら電話で
男女平等推進
センター
☎４７２・００６１

９ 月 １ 日（水） ２４日（金）
２７日（月）

女性弁護士による
法律相談（ ４人） 女性弁護士 ８月２０日（金） ３日（金） 午前 ９時半〜午後 ０時半

経営相談 市商工会
経営指導員 前日までに 平日 午前１０時〜

午後 ４時
東久留米市
商工会館

市商工会
☎４７１・７５７７

33.　8.　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。

多摩六都科学館
＜多文化共生推進プロジェクト＞
やさしい日本語でプラネタリウムを楽しもう
　やさしい日本語で星のおはなしをきこう。外国
にルーツを持つ方も一緒に楽しめるよう、「やさ
しい日本語」で解説します。「やさしい日本語」
は日本語を勉強している人にもわかりやすい日本
語です。
　a ９ 月２６日（日）午後 ５時半〜 ６時半b多摩六
都科学館サイエンスエッグe小学 １年生以上（中

学生以下は保護者と参加）f８０人（要申し込み）
g無料k ９ 月１３日（月）までに（必着）、同館ホー
ムページまたははがきにイベント名・開催日・氏

名（フリガナ）・年齢（学年）・
普段使っている言語・郵便番
号・住所・電話番号を記入の
上、同館宛て郵送を。　※応
募多数の場合は抽選し、当選
者のみに参加券を送付します。
l同館☎４６９・６１００

８
日 月 火 水 木 金 土

１ 2 ３ ４ 5 ６ 7

８ ９ １０ １１ １2 １３ １４

１5 １６ １7 １８ １９ 2０ 2１

22 2３ 2４ 25 2６ 27 2８

2９ ３０ ３１

９
日 月 火 水 木 金 土

１ 2 ３ ４

5 ６ 7 ８ ９ １０ １１

１2 １３ １４ １5 １６ １7 １８

１９ 2０ 2１ 22 2３ 2４ 25

2６ 27 2８ 2９ ３０
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