
広告欄　内容については広告主にお問い合わせください

中 央（ ）中央町 1－10－11
電話476・2161

☆おはなし会＝a 9 月21日・28日の
いずれも火曜日午後 3時50分からc絵
本の読み聞かせや素話などe小学生j
協力はおはなしくぬぎ、中央図書館k
当日受け付け
☆卓球大会＝a25日（土）午後 3時
からe小学生（サーブが打てること）
j動きやすい服装で
☆親子のコミュニケーション講座＝
a27日（月）午前10時半～11時c音の
ワークと触れ合い遊びe 0 歳児とその

保護者f 5 組d炭田契恵子氏k20日
（祝）午前10時から受け付け（電話可）
☆幼児のつどい運動会＝a10月 7日
（木）①午前10時～10時半②10時40分
～11時10分③11時20分～11時50分の 3
部制e 1～ 4歳児とその保護者f各部
12組j動きやすい服装で。第 1部の定
員を超えた場合にのみ第 2部・第 3部
を実施。　※今年度は各児童館で実施。
k10月 1日（金）午後 1時半から電話
でのみ受け付け

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
　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 9 月24日（金）午後 1時半～ 3時

45分（予約制、 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kl電
話で健康課保健サービス係☎477・
0022へ
子ども相談
a 9 月22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
献血にご協力ください
　次の日程で献血を実施します。ぜひ、
ご協力をお願いします。
a 9 月21日（火）午前10時～11時半、

午後 1 時～ 4 時b市民プラザホール
（市役所 1 階）。　※やむを得ず日時

や会場が変更になる場合は市ホーム
ページでお知らせしますh本人確認で
きるものi新型コロナワクチン接種後
は 1回目、 2回目いずれの場合も接種
後48時間を経過してからの献血をお願
いしていますl健康課予防係☎477・
0030

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

☆ボルダリングの日＝a 9 月20日
（祝）午後 2時～ 3時e小学生j動き
やすい服装でk当日受け付け
☆リトミック＝ae27日（月）午前
10時半～11時が首が据わったお子さん
～ハイハイのお子さん、午前11時15分
～11時45分が歩き始めているお子さん
f各15組d千葉理恵子氏h飲み物j動
きやすい服装でk 9 月17日（金）午前
10時から受け付け（電話可）
☆わんぱくワンダーランド＝a10月
5日（火）午前11時～11時半cわらべ
うたや触れ合い遊び、季節の工作など
e12カ月前後のお子さんf15組k 9 月
29日（水）午後 1時半から受け付け（電
話可）
☆幼児のつどい運動会＝a10月 7日
（木）①午前10時～10時半②10時40分
～11時10分③11時20分～11時50分の 3
部制e 1 ～ 4歳児とその保護者f各部
15組j動きやすい服装で。第 1部の定
員を超えた場合にのみ第 2部・第 3部
を実施。　※今年度は各児童館で実施。
k10月 1日（金）午後 1時半から電話
でのみ受け付け
☆ベビーマッサージ＝a10月 8 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 9
月28日（火）午前10時から受け付け（電
話可）

【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

７面へつづく

夕焼けチャイム夕焼けチャイムのの時間時間がが変わります変わります
10月 1日（金）から、夕焼けチャイムの放送時間が
午後 5時20分から 4時20分に変わります。
l防災防犯課☎470・7769犯課☎ 0・77

9 月20日（敬老の日）・23日（秋分の日）のごみ収集は
　 9月20日は月曜日の祝日、23日は木曜日の祝日ですが、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☎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。

ごみ収集カレンダー

【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 9月 1日現在＞　人口117,122人（うち外国人2,252人）／前月比55増
男56,937人／前月比18増　　女60,185人／前月比37増　　世帯数55,792　／前月比45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

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。
9 月19日＝石橋クリニック（東本町 8－ 9、☎477・5566）

　 9月20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、☎473・3663）
　 9月23日＝東久留米駅前クリニック
　　　　　　（本町 1－ 3－ 6、グランツビル 2階、☎471・5051）
【歯科】
9月19日・20日・23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、☎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）
9 月19日・23日＝滝山病院（滝山 4－ 1－18、☎473・3311）
9 月20日・26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）
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3.　9.　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。8



一方的に送り付けられた商品の
対処法
Ｑ．注文した覚えのない商品が自分
宛てに送られてきました。請求書が
同封されていますが、どうすれば良
いですか。
Ａ．注文や契約をしていないのに勝
手に商品を送りつけ、支払い義務が
あると思わせて代金を請求する商法
を「ネガティブオプション」あるい
は「送り付け商法」と呼びます。健
康食品やカニなどの魚介類、マスク
関連商品などを送り付けるケースが
多いようです。
　最近、送り付け商法にかかわる法
律（特定商取引法）が改正されまし
た。これまでは、相手事業者に連絡
すれば ８日間、連絡しない場合は１４
日間保存すれば自由に処分してよい
ということになっていましたが、 ３

年 ７月 ６日以降は保存期間なく直ち
に処分してよいことになりました。
　相談のケースでは、本当に注文し
た物でないなら代金を支払う義務は
ありません。商品は直ちに処分して
よいことになります。その場合でも、
送り状は必ず保存しておいてくださ
い。
　消費者センターに寄せられる相談
では、最初は送り付け商法かと思わ
れたのに、実は娘や息子からのプレ
ゼントだったということがよくあり
ます。商品を処分する前に、次のよ
うな点を確認しましょう。①本当に
自分や家族は注文していませんか②
知人からのプレゼントではありませ
んか③クレジットカードに請求がき
ていませんか。
　①や③の場合は何らかの対応が必
要になります。困ったことや、わか
らないことがあった時は、消費者セ
ンターにご相談ください。

《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

８面からつづく

け や き（ ）大門町２−１０− ５
電話４７４・６６５３

　☆おはなしの日＝a ９ 月２１日（火）
午前１１時〜１１時２５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
dみくりおはなしの会
　☆ベビーマッサージ＝a２２日（水）
午前１０時半〜１１時半cベビーマッサー
ジe ０ 歳児とその保護者f先着１５組d
渡辺直子氏hバスタオル、オムツ、飲
み物（母乳可）k受け付け中（電話可）
　☆スポーツで元気＝ae２７日（月）
①午前１０時半〜１１時がハイハイまでの
お子さん②午前１１時１５分〜１１時４５分が
歩き始めのお子さん③午後 ２時半〜 ３
時１５分が園児年代④午後 ３時半〜 ４時
が小学生以上f①・③は１０組程度、②
は１２組程度j動きやすい服装でk①・
③・④は当日受け付け。②は ９月２０日
（祝）午前 ９時から電話でのみ受け付け
　☆リトミック講座＝ae２９日（水）
午前１０時半〜１１時が首の据わったお子
さんとその保護者、午前１１時１５分〜１１
時４５分が歩けるようになったお子さん
とその保護者cリトミック団体による
音楽イベントf先着１５組dリトミック
研究所の千葉氏j体操タイムはありま
せんk受け付け中（電話可）
　☆幼児のつどい運動会＝a１０月 ７日
（木）①午前１０時〜１０時半②１０時４０分
〜１１時１０分③１１時２０分〜１１時５０分の ３
部制e １ 〜 ４歳児とその保護者f各部
１５組j動きやすい服装で。第 １部の定

員を超えた場合にのみ第 ２部・第 ３部
を実施。　※今年度は各児童館で実施。
k１０月 １日（金）午後 １時半から電話
でのみ受け付け

ひ ば り（ ）ひばりが丘団地 ８−１１
電話４６４・９３００

　☆ひばCAFE＝a ９ 月２４日（金）午
前１０時半〜１１時半c卒乳について助産
師さんとお話をしましょうe乳幼児と
その保護者f ８ 人k ９ 月１７日（金）午
前１０時から受け付け（電話可）
　☆すくすく広場＝ac①２７日（月）
午前１０時半〜１１時半が「ベビーマッ
サージ」②１０月 ６日（水）午前１０時半
〜１１時半が「赤ちゃんとお母さんの音
のコミュニケーションワーク」e ０ 歳
児とその保護者f①が１５組②が ８組d
①がベビーマッサージ協会認定講師の
渡辺直子氏②が炭田契恵子氏h①のみ
バスタオル、オムツk①が ９ 月２１日
（火）午前１０時から、②が ９月２９日（水）
午前１０時から受け付け（電話可）
　☆親子でふれあいリトミック＝ae
２８日（火）午前１０時半〜１１時が首の据
わったお子さんとその保護者、午前１１
時１５分〜１１時４５分が歩けるようになっ
たお子さんとその保護者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j動
きやすい服装でk ９ 月２１日（火）午前
１０時から受け付け（電話可）
　☆離乳食講座（離乳食初期向け）＝
a１０月 １日（金）午前１０時〜１１時e ４
カ月〜 １歳児とその保護者f ８ 組dひ
ばり保育園の栄養士k ９ 月２４日（金）

午前１０時から受け付け（電話可）
　☆幼児のつどい運動会＝a１０月 ７日
（木）①午前１０時〜１０時半②１０時４０分
〜１１時１０分③１１時２０分〜１１時５０分の ３
部制e １ 〜 ４歳児とその保護者f各部
１５組j動きやすい服装で。第 １部の定
員を超えた場合にのみ第 ２部・第 ３部
を実施。　※今年度は各児童館で実施。
k１０月 １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＝a１０月 ５
日・１９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 ９ 月２８日（火）午
前１０時から同センターへ
　☆十小なかよし広場＝a ９ 月１７日
（金）午前１０時〜１１時半cお子さんと
遊びながら育児の情報交換。育児相談
も受けますe乳幼児とその保護者k当
日直接会場へ。徒歩か自転車で来場を

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」＝ae１０月 １日が「は
いはいの会」 ７〜１２カ月児とその保護
者。１０月１５日が「ねんねの会」 ０〜 ６
カ月児とその保護者。いずれも金曜日
午前１０時〜１１時半c親子の触れ合い遊
び、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 ９ 月２４日（金）
午前１０時から同センターへ

大人が楽しむおはなし会
　滝山おはなしの会のメンバーによる
「素ばなし」の公演です。お気軽にご
来場ください。
　a１０月２４日（日）午後 ２時〜 ３時半
b西部地域センター ３階第 ２・第 ３講
習室f先着２０人g無料k ９ 月２６日（日）
〜１０月２３日（土）に電話または直接、
滝山図書館 ２階カウンターへl滝山図
書館☎４７１・７２１６
よもう！あそぼう！かがくの本
「ふくはなにからできているの？」
　服についているタグを見て、服は何
からできているのか調べます。また、
天然繊維から糸を作る体験をします。
　a１０月２４日（日）午前１０時半〜１１時
半b東部地域センター １階講習室e小
学生以上f先着２０人g無料h筆記用具
j協力は、科学の本の読み聞かせの会
「ほんとほんと」k ９ 月１５日（水）〜
１０月２３日（土）に電話または直接、東
部図書館カウンターへl東部図書館☎
４７０・８０２２

第９８回ソフトテニス市民大会
（一般の部）
〜市ソフトテニス連盟主催
　a１０月１０日（日）午前 ８時半から受
け付け（予備日１７日）b市立テニスコー
トc種目＝▼一般男子▼一般女子▼壮
年（４５歳以上男子）▼壮年ミックス（７０
歳以上・一人での申し込みも可）e市
内在住・在勤・在学・在クラブの方g
１ チーム１，０００円kl１０月 ２ 日（土）
までに電話で同連盟・井部☎４７５・
８２７９へ
初心者ターゲット・バードゴルフ
体験会
〜都・都体育協会・市体育協会主催、
市ターゲット・バードゴルフ協会主管
　シニアの健康維持・増進に最適なス
ポーツです。
　a全 ３回。１０月 ５日・１２日・１９日の
いずれも火曜日午前 ９ 時半〜１１時半
（予備日１１月 ２日）b滝山球場f市内
在住・在勤で６０歳以上の健康な方g無
料k ９ 月２４日（金）までに（必着）、
はがきに教室名・住所・氏名・年齢・
電話番号を記入の上、〒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をl同事務
局☎４７０・２７２２
市スポーツセンター
プール一般開放中止のお知らせ
　 ９月２７日（月）〜３０日（木）はプー
ル水抜き清掃のため、開放を中止しま
す。利用者の方にはご不便をおかけし
ますが、ご理解とご協力お願いします。
　l同センター☎４７０・７９００
市民体力テスト＆運動アドバイス
　あなたの体力を測ってみませんか。
スポーツ推進委員がコロナ禍における
運動アドバイスをします。
　a１０月 ９日（土）６５〜７９歳は午前１０
時半開始（１０時１５分から受け付け）、
２０〜６４歳は午後 １時半開始（ １時１５分
から受け付け）bスポーツセンター第
一体育室c種目＝▼６５〜７９歳は、握力・
上体起こし・長座体前屈・開眼片足立
ち・１０m障害物歩行▼２０〜６４歳は、握
力・上体起こし・長座体前屈・反復横
跳び・立ち幅跳びe市内在住・在勤・
在学の２０歳〜７９歳で運動制限を受けて
いない方　※血圧１６０mmHg／９５
mmHg以上の方は参加できませんf各
１５人程度h室内運動靴、タオル、飲み
物、マスクiマスク着用の上、運動の
できる服装でお越しください。　※開
催日に緊急事態宣言が発令されている
場合は中止となりますj感染症対策の
ため、６分間歩行および２０mシャトル
ランは実施しません。体力年齢は計測
できませんk ９ 月１５日（水）〜１０月 １
日（金）に、直接または電話（４７０・
７９００）で同センターへl生涯学習課ス
ポーツ振興係☎４７０・７７８４

多摩六都科学館〈多文化共生推進プロジェクト〉
やさしい日本語で黒目川の魚を観察しよう
　東久留米市を流れる黒目川にすむ生き物を採集
します。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。
　a１０月１０日（日）午後 １時〜 ３時（雨天中止）
b東久留米市小山れんげ公園脇の黒目川（東久留
米駅前集合、現地解散）e小学 １年生〜中学生と
その保護者（参加者以外の同伴不可）f１０組（大
人と子どもの ２人 １組で２０人）。d豊福正己氏（東

久留米ほとけどじょうを守る会）g無料k ９ 月２７
日（月）までに（必着）、多摩六都科学館ウェブ
サイトまたは、はがきにイベン
ト名・開催日・氏名（フリガナ）・
年齢（学年）・郵便番号・いつ
も使っている言葉・住所・電話
番号を記載の上、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l同
館☎４６９・６１００

【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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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

10
日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
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24
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73.　9.　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。



市民自主企画講座
「プラスチックごみと環境」
　海や川を汚染し、生き物に影響を及
ぼすプラスチックについて、考えてみ
ませんか。
　a１０月１６日（土）午後 １時半〜 ４時
b東部地域センター講習室c講演「プ
ラスチックごみと環境」e市内在住・
在勤・在学の方f先着５０人d東京農工
大学農学部環境資
源科学科教授の高
田秀重氏g１００円
（資料代）j ３ 歳
からの保育有り（先着１０人。１０月 １日
〈金〉までに要予約）。　※保育会場
は同センター会議室。乳幼児の講座同
伴可。k ９ 月１５日（水）〜１０月 １日（金）
に、電話、ファクスまたは市文化協会
ホームページで申し込み。同協会☎
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）、ファク
スの場合は講座名・
氏名・住所・年齢・
電話番号・保育の有
無（有の場合はお子
さんの名前・年齢）を記入の上、同協
会宛て送信をl同協会
南部地域センター
妊婦さん＆ママのための〜こころ
とからだのセルフケアレッスン〜
　a ９ 月２７日（月）午前１０時〜１１時半
b ２ 階和室 １・ ２ c助産師さんにQ＆
A！疑問やお悩みもみ
んなでシェアしてみま
しょうf ８ 人（親子参
加は ４組まで）d篠宮
晃子氏（助産師・アロ
マアドバイザー）・飯
岡祐子氏（ベビーマッサージ講師）g
５００円kl南部地域センター☎４５１・
２０２１
放課後子供教室
　放課後子供教室は、放課後に学校の
施設を活用して、安全・安心な活動場
所を確保し、地域と学
校が連携・協力して子
どもたちに生涯学習活
動を提供する事業です。
１０月から、市内の全小
学校で新たな運営方法
で再スタートします。参加には登録が
必要です。
　a▼開催期間＝１０月〜 ３月まで各校
全１６回程度（月 ３回程度）▼活動時間
＝放課後〜午後 ４時２０分。ただし、学
童保育所に通所している児童は午後 ４
時まで。授業終了後は帰宅せずにその
まま活動場所（体育館）に集合してく
ださいc運動遊び（動物ものまねリ
レー、座ってドッジボールなど）が中
心e小学 １年生〜 ６
年生（通常学級に
通っている児童）g
無料k登録方法＝ ９
月に学校を通して配
布されるチラシに記
載されている二次元
コードを読み取って
お申し込みください。詳しくは、チラ
シまたは市ホームページをご覧くださ
い。登録開始は ９月１５日以降を予定し
ていますl生涯学習課生涯学習係☎
４７０・７７８４

南町地区センター
「第３８回地域文化祭」
〜南町コミュニティ図書室主催
　a１０月１６日（土）午前 ９時〜午後 ５
時、１７日（日）午前 ９時〜午後 ４時c
展示の部（手芸・書道・絵画・写真他）、
近隣保育園・小学校および市内全児童
館の子どもたちの作品の展示、運営委
員手づくりのバザーなどk当日直接会
場へl南町コミュニティ図書室☎
４７２・１１５９
老い支度講座
「成年後見（法定後見）制度とは」
　成年後見制度は、判断能力が低下し
た方が安心して生活が送れるよう、本
人の財産や権利を守る制度です。
　同制度について、どんな時に必要に
なるのか、どのように申請（申立）す
るのかなど、経験豊富な後見人からお
話します。
　a ９ 月３０日（木）午後 ２時〜 ４時b
市民プラザホール（市役所 １階）e市
内在住の方f４０人（要申し込み）d司
法書士の野村幹雄氏g無料k ９ 月２４日
（金）までに電話、または氏名・年齢・
住所・電話番号を記入の上、ファクス
（４７６・４５４５）で、市社会福祉協議会
成年後見制度推進機関へl同協議会☎
４７９・０２９４
ひがしくるめ　ひきこもり家族会
準備会を開催します
　「家族が学校にいかない」「家にこ
もっている」「仕事をしていない」「関
わり方がわからない」。悩んでいるの
はあなただけではありません。
他の方のお話を聞くだけでもかまいま
せん。お気軽にご参加ください。
　a①１０月１０日②１１月１４日③１２月１２日
いずれも日曜日午後 ２時〜 ４時（ １時
４５分から受け付け。入退室自由）b中
央町地区センター ２階第 ３・ ４会議室
（中央町 ６－ １－ １）c参加者同士の
交流、情報提供eひ
きこもり状態にある
本人、または家族f
２０人g無料kl各開
催日の ４日前までに、
専用申込フォーム、
電話（４７５・０７３９）、
ファクス（４７６・４５４５）または直接、
市地域福祉コーディネーター担当（市
社会福祉協議会ボランティアセン
ター）へ

ガ イ ド
市社会福祉協議会
会員増強運動が始まります
　市社会福祉協議会は、市民の方が住
み慣れた家や街で安心して心ゆたかな
地域生活が送れるように、地域に根ざ
した福祉事業を展開し、地域福祉の推
進に努めています。今年は ９月１５日〜
１１月３０日を会員増強運動期間とし、多
くの方に会員になっていただけるよう
呼びかけます。一人ひとりの参加から
「みんなのふくしのまちづくり」が始
まります。ご理解とご協力をお願いし
ます。
　c会員区分と会費額＝▼正会員が１，
０００円以上▼特別会員が５，０００円以上l
同協議会☎４７１・０２９４
地域福祉権利擁護事業
生活支援員募集と事業説明会
　認知症や知的・精神障害などにより、
日常生活に不安のある方が安心して地
域で暮らすため、福祉サービスの利用
援助や日常的金銭管理などを支援する

地域福祉権利擁護事業の「生活支援員」
を募集します。事前に事業説明会へご
参加ください。
◎募集概要
　c▼募集内容＝生活支援員（社会福
祉協議会の登録型臨時職員）▼応募方
法＝書類と面接による審査。 １次審査
（書類）が１０月１８日（月）必着。 ２次
審査（面接）が１１月 ８日（月）・９日（火）
午前 ９時半から（他応相談）▼応募資
格＝次の①〜④のすべてに該当する方。
①事業説明会に参加した方②社会福祉
に理解と熱意のある心身ともに健康な
方③応募時に２０歳からおおむね７０歳未
満の方④平日の日中に週 １回 １〜 ２時
間程度の活動が可能な方▼報酬＝ １ 時
間１，０１３円（ ３年 ９月 １日時点）
◎事業説明会
　a① ９月３０日（木）午前１０時〜１１時
半②１０月 ６日（水）午後 ２時〜 ３時半
b社協会議室（わくわく健康プラザ内）
k①・②のいずれかに当日直接会場へ
l同協議会相談支援担当☎４７９・６２９４
シルバー人材センター会員募集
〜あなたの知識・技能・経験を活かし
ませんか〜
　「就職は望まないが何らかの収入を
得たい」「地域に貢献したい」という、
健康で働く意欲のある方は入会説明会
にお越しください。
　a１０月２０日（水）午後 １時〜 ４時の
間で １時間程度（原則毎月第 ３水曜日
に開催）。　※要予約。bシルバー人
材センター（下里 ４－ １－４４） ２階会
議室e市内在住の原則６０歳以上、健康
で同センターの趣旨に賛同いただける
方h年度会費２，０００円、筆記用具、ゆ
うちょ銀行通帳、認め印、身分証明書
kl開催日 ２日前までに同センター☎
４７５・０７３８へ
薬湯の日“スギナの腰湯”
　ab ９ 月１９日（日）源の湯（東本町
７ － ６、☎４７１・０００５）が午後 ３ 時半
〜１１時、 ９月２０日（祝）第二喜多の湯
（幸町 １ － ５ －１０、☎４７１・２４７５）が
午後 ３時〜１０時j未就学児は無料l各
利用施設

▲市文化協会
　ホームページ

▲�専用申込
フォーム

▲�放課後子供教
室の市ホーム
ページ

「２０２１年度特別巡回ラジオ体
操・みんなの体操会」の中止
について
　広報 ８月１５日号 ２面に掲載しま
した同体操会について、９月１９日
（日）に開催を予定していました
が、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、中止いたします。ご
理解の程よろしくお願いいたしま
す。
　l生涯学習課スポーツ振興係☎
４７０・７７８４

　感染症対策の基本は「マスクの着用」や「手洗い」です。また、密接・密
集・密閉を避け、感染拡大防止へのご協力をお願いいたします。

※�図は「新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力をお願いします」（厚生労働省ホームページ）
を加工して作成。

感染症対策をお願いします感染症対策をお願いします

3.　9.　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。 6


