
ません。e市内在住で、接種日に①６５
歳以上の方②６０歳以上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級程度の障害がある方、
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級程度の障害がある方
（身体障害者手帳の写しが必要）g
２,５００円（ １人 １回のみ）。接種の際、
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の提示または支
援給付受給証明書の提出をしていただ
くと無料になりますk実施医療機関に
予約の上、受診してください。接種の
際は、年齢・住所が確認できる健康保
険証などを提示の上、実施医療機関で
配布の説明書を読んでから接種してく
ださいl健康課予防係☎４７７・００３０
大腸がん検診
　a１１月３０日（火）まで。　※市国民
健康保険加入者、後期高齢者医療被保
険者、生活保護受給者、中国残留邦人
等支援給付金受給者は、誕生月ごとに
受診月が決まっています。特定健診な
どの受診時に一緒に受けてください。
b左表の実施医療機関c便潜血検査 ２
日法（検便検査）。　※内視鏡検査で
はありません。e市内在住の ４年 ３月
末で４０歳以上の方。ただし、次の①と
②に該当する方は、受診前にかかりつ
け医に相談してください。①現在、大
腸やその他の腸の疾患で治療中または
経過観察中の方②過去に大腸がんの精
密検査で異常を指摘された方。　※生
理中を避けて受診してください。g
５００円（受診医療機関でお支払いくだ
さい。生活保護受給者などは無料。た
だし、受給証明書の提出が必要です）
i検診結果は医療機関でお聞きくださ
い。検体を提出しなかった場合でも、
自己負担金は返却できませんので、あ
らかじめご了承ください。また、医療
機関により検体提出の締め切り日が異
なるので、期間に余裕を持って受けて
くださいl健康課特定健診係☎４７７・
００１３

３ 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、
６月下旬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。
　a ４ 年 ３月３１日（木）までb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）e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〜
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。g�
５,０００円。ただし、１０月 １ 日〜 ４ 年 ３
月３１日の間に接種を受ける場合は、都
の助成により、半額の２,５００円で受け
られますiこの機会を逃すと、今後の
費用助成はありません。全額自己負担
となりますj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l同係

高齢者に対する
インフルエンザ予防接種
　予防接種法に基づきインフルエンザ
予防接種を実施します（本人負担あり）。
接種は義務ではなく、本人が希望する
場合に限り行います。
　a医療機関の休診日を除く１０月 １日
（金）〜 ４ 年 １ 月３１日（月）。　※効
果の観点からは年内の接種をお勧めし

ます。b下表の実施医療機関。　※近
隣市（小平市・東村山市・清瀬市・西
東京市）に限り、協定により市内の医
療機関と同様に取り扱います（ ４年 １
月３１日〈月〉まで）。近隣市で接種を
受ける場合には、東久留米市の予診票
を必ず持参してください。予診票は、
市役所 １階総合案内のほか、上の原・
ひばりが丘・滝山の各連絡所、健康課
予防係（わくわく健康プラザ内）で配
布します。　※市内の実施医療機関で
接種を受ける場合には、予診票を既に
配布しているため持参する必要はあり

【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

３年度の成人用肺炎球菌
定期予防接種対象者

年齢 生年月日

６５歳 昭和３１年４月２日〜
３２年４月１日生まれの方

７０歳 昭和２６年４月２日〜
２７年４月１日生まれの方

７５歳 昭和２１年４月２日〜
２２年４月１日生まれの方

８０歳 昭和１６年４月２日〜
１７年４月１日生まれの方

８５歳 昭和１１年４月２日〜
１２年４月１日生まれの方

９０歳 昭和６年４月２日〜
７年４月１日生まれの方

９５歳 大正１５年４月２日〜
昭和２年４月１日生まれの方

１００歳 大正１０年４月２日〜
１１年４月１日生まれの方

表　高齢者インフルエンザ予防接種・大腸がん検診　市内実施医療機関
〇印が取り扱い予防接種・検診

医療機関 所在地 電話番号 インフル
エンザ 大腸がん

東久留米団地診療所 上の原１−４−１１−１０３ ４７１・２６２８ 〇 〇
二木皮膚科医院 金山町２−１９−８ ４７３・２０４０ 〇
武田クリニック 大門町１−１−２４ ４７７・５８５６ 〇 〇
松岡レディスクリニック 東本町１−３ ４７９・５６５６ 〇
細井医院 東本町４−３ ４７１・０１３０ 〇 〇
初谷整形外科クリニック 東本町５−１ ４７３・５５９６ 〇
おかの内科クリニック 東本町６−１５ ４７７・００５５ 〇 〇
石橋クリニック 東本町８−９ ４７７・５５６６ 〇 〇
東京くるめ耳鼻いんこう科 新川町１−３−３５ ４２０・１１８７ 〇
いくせ医院 新川町１−４−１８ ４７１・２３０４ 〇 〇
福山内科クリニック 新川町１−９−２２ ４７０・９１７７ 〇 〇
高月内科クリニック 学園町１−１４−３２ ４２１・２１２１ 〇 〇
ひばりヶ丘診療所 学園町２−１１−１４ ４２１・０９７３ 〇 〇
清水胃腸科内科 本町１−１−１１ ４７２・８７０９ 〇 〇
ひがしくるめ在宅クリニック 本町１−２−２２ ４４９・４４９２ 〇
東久留米駅前クリニック 本町１−３−６ ４７１・５０５１ 〇 〇
東久留米Ｎ整形外科クリニック 本町３−１−１ ４７５・０６１０ 〇
古谷消化器科内科 本町３−１−９ ４７６・４１００ 〇 〇
富士見通り診療所 本町３−３−２３ ４７１・２２９１ 〇 〇
水野胃腸クリニック 本町３−８−１９ ４２０・６５２７ 〇 〇
あだち医院 本町３−１１−１５ ４２０・５６６１ 〇 〇
山口内科・呼吸器科クリニック 本町３−１２−２ ４７２・２３８６ 〇 〇
東久留米なごみ内科診療所 幸町３−１１−１４ ４７０・７５３０ 〇 〇
おざき内科循環器科クリニック 幸町４−２−１ ４７７・０５５５ 〇 〇
さいわい町診療所 幸町５−７−１ ４７０・７６７６ 〇
アルテミスウイメンズホスピタル（※１） 中央町１−１−２０ ４７２・６１１１ 〇 〇
東久留米つぼい眼科 中央町５−９−３８ ４２０・４１００ 〇
鹿島医院 南沢４−３−２ ４６１・２９６７ 〇 〇

東久留米おだやかメディカルクリニック 南沢５−１７−６２、
イオンモール東久留米２階 ４５２・５８０１ 〇 〇

鈴木クリニック 南沢５−１８−５０ ４６０・８５０２ 〇 〇
前沢医院 前沢２−１０−９ ４７１・０１５４ 〇 〇
すずのね内科・神経内科 前沢４−７−１１ ４７４・１１１２ 〇 〇
たきぐち内科クリニック 前沢４−３１−４ ４７０・９１１８ 〇 〇
島田整形外科 前沢５−２４−２３ ４７０・９５１１ 〇
尾町内科クリニック 南町１−６−１１ ４６０・０５３１ 〇 〇
滝山病院 滝山４−１−１８ ４７３・３３１１ 〇 〇
石垣整形外科（※２） 滝山５−２２−１７ ４７０・０６２０ 〇 〇
黒目川診療所 滝山５−２７−１６ ４２０・７２１５ 〇 〇
長生医院 滝山７−３−１７ ４７３・１１１７ 〇 〇
飯田医院 滝山７−１５−１６ ４７２・８１８１ 〇 〇
胃腸科内科松本クリニック 下里２−８−２１ ４７９・７１７１ 〇 〇
大波クリニック 下里７−６−２ ４７３・７３５５ 〇 〇
※１　�アルテミスウイメンズホスピタルは女性のみ。
※２　�石垣整形外科の大腸がん検診は「被用者保険単独実施」および「東久留米市特定健診等対象者単独実

施」のみ。

　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
〈今月の月間・週間案内〉健康強調月間、食品ロス削減月間、全国労働衛生週間（１日〜７日）、法の日（１日）、安全安心なまちづくりの日（１１日）、鉄道の日（１４日）

⇩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。
　１０月 ３日・１０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】
　１０月 ３日・１０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 ３日＝滝山病院（滝山 ４− １−１８、☎４７３・３３１１）
　１０月１０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）

11
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

17 18 19 20 21 22 23
24
31 25 26 27 28 29 30

3.　10.　1
※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



８面からつづく

乳がん検診
　a医療機関の休診日を除く ４年 ２月
２８日（月）までb複十字病院健康管理
センター（清瀬市）、わくわく健康プ
ラザでの検診車（都予防医学協会）、
アルテミスウイメンズホスピタルc問
診、視触診、マンモグラフィ検査（乳
房エックス線検査）e市内在住の４０歳
以上の女性で、 ３年１２月３１日時点で奇
数年齢の方。ただし、次の①〜④のい
ずれかに該当する方はご遠慮ください。
①乳房の疾患で治療中または経過観察
中の方②妊娠中、授乳中、卒乳後半年
を経過していない方③豊胸手術を受け
ている方④心臓にペースメーカーを入
れている方g１，０００円（生活保護受給
者などは無料。ただし、受給証明書の
提出が必要です）j実施機関の特徴を
市ホームページに掲載しています。な
お、申し込み状況によっては希望に添
えない場合がありますk▼複十字病院
健康管理センターまたはわくわく健康
プラザでの検診車を希望の方＝１０月 １
日（金）〜１４日（木）に（消印有効）、
電子申請（スマート
フォンも可）または、
１人 １枚のはがきに必
要事項（下図参照）を
記入の上、〒 ２０３ −
００３３、滝山 ４− ３−１４、
わくわく健康プラザ内、健康課特定健
診係宛て郵送を。結果は１１月中旬に順
次返信します。▼アルテミスウイメン
ズホスピタルを希望の方＝同院ホーム
ページからウェブ予約または直接同院
へ電話（４７２・６１３６。受付時間は平日
午前１０時半〜午後 ４時と土曜日午前 ９
時〜正午）で申し込みを。　※検診実
施枠が埋まり次第、受け付け終了。木
曜日の検診を希望の方は、電話予約の
み。l同係☎４７７・００１３

表　検診車実施日一覧
１２月 ２１日（火）・２２日（水）
１月 １６日（日）・１７日（月）・２１日（金）
２月 ５日（土）
※各日、午前・午後を選択できます。

①希望検診場所
②住所
③氏名（ふりがな）
④生年月日
⑤年齢
⑥電話番号
⑦受診希望日（※）
　第１希望　○月○○日　午前
　第２希望　△月△△日　午後
　第３希望　□月□□日　午前

図　はがき記入項目

※複十字病院を希望する方は、受診希望日の記入は
不要です。受診日は後日送付する封書に記載する
「予約電話番号」へご自身で連絡し決めていただ
きます。

　アルテミスウイメンズホスピタルでの受診を希望
される方は、直接同院にて予約をお取りください。

「乳がん検診希望」

検診車を
希望の方のみ記入

（希望日は下表から選択）

⎱
⎰

往復はがきではなく、
はがきで
お申し込みください。

特定健診、後期高齢者健診
１０月の受診対象は１２・ １月生まれの方
　生活習慣病予防、健康の保持・増進
や疾病の早期発見・治療のための健診
を実施します。健診内容や実施医療機
関などは、 ９月下旬に発送した個別通

知をご確認ください。大腸がん検診も
同時に受診できます。
　a受診月は次の通りです。個別通知
は受診月の前月下旬に発送します▼
４・ ５月生まれの方＝ ６ 月▼ ６・ ７月
生まれの方＝ ７ 月▼ ８・ ９月生まれの
方＝ ８ 月▼１０・１１月生まれの方＝ ９ 月
▼１２・ １月生まれの方＝１０月▼ ２・ ３
月生まれの方＝１１月。　※今年度は、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大
およびワクチン接種による医療機関の
混雑を避けるため、実施月と対象者を
変更して実施しています。また、予約
が混み合い、希望する医療機関で受診
できない場合があります。あらかじめ
ご了承ください。e▼特定健診＝市国
民健康保険加入者で４０歳〜７４歳の方▼
後期高齢者健診＝後期高齢者医療被保
険者j ３ 年 ３月以降に国民健康保険に
加入した方、後期高齢者で転入した方、
当該月に受診できない方は健康課特定
健診係☎４７７・００１３へ問い合わせてく
ださいl同係
BCG予防接種
　a１０月２０日（水）午後 １時半〜 ３時
受け付けbわくわく健康プラザe ３ 年
５月生まれの乳児（生後 ６カ月以上 １
歳になる誕生日の前日までの未接種の
乳児も接種可）j日程の都合がつかな
い方は、次回１１月１７日（水）でも接種
可k当日直接会場へl健康課予防係☎
４７７・００３０
子ども相談
　a１０月 ５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
すくすく子育て相談（育児相談）
　a１０月 ８日（金）午前 ９時半〜午後
２時bわくわく健康プラザc育児相談、
身体測定e乳幼児とその保護者kl電
話で健康課保健サービス係☎４７７・
００２２へ
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。
　a１０月１２日（火）午前 ９時〜１１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
らくらく離乳食
　a１０月１３日（水）午後 １時〜 ３時１５
分bわくわく健康プラザcデモンスト
レーション、講話e ５ カ月〜 １歳未満
児の保護者f１０人h申込時にお知らせ
しますj対象児の保育ありkl１０月 １
日（金）から電話で健康課保健サービ
ス係☎４７７・００２２へ

第２８回歯と歯ぐきの市民健康フェスタ
「最後まで口から食べる」口腔ケアを
通して食べることを守りましょう
〜市歯科医師会主催
　高齢になると身体が弱って食事がと
れなくなるというイメージを持ってい
る方が多いかも知れませんが、実際は
病気がきっかけのケース（病気の治療
で一時的に口からの食事を中止し、そ
の後回復に時間がかかって経管栄養と
なり、そのまま口から食事がとれなく
なるというケース）が大半を占めてい
ます。高齢の方にこの傾向が多いため、
加齢が原因とされてしまうようです。
　口から食べなくなると口の中が汚れ
ないと思うのは早合点で、近年の研究
では、口から食べていない人の方が汚
れることがわかってきました。口から
食べていない人の口の中には剥

はく

離
り

上
じょう

皮
ひ

膜
まく

という膜が張ります。この膜がある
と食べ物の味がわからなくなり、口の
動きが悪くなる原因にもなります。こ
れを取り除くことで、味わって食べら
れるようになり、口から食べる食事へ
回復する人もたくさんいます。
　今回は、最後まで口から食べるため
に必要な口腔ケアについてお話します。
　a１１月 ６日（土）午後 ２時〜 ４時b市
民プラザホール（市役所 １階）f先着
３０人d歯科医師で陵北病院副病院長の
阪口英夫氏g無料j手話通訳ありk当
日直接会場へl同歯科医師会☎４７５・
８９０３

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

　☆おんがくの日＝a１０月 ３日（日）
午後 ２ 時半〜 ３ 時半cハンドベルを
使って音楽と触れ合おうe小学生d春
田直枝氏
　☆幼児のつどい＝ac１４日が「がっ
きあそびと１０月のお誕生日会」、２１日
が「小麦粉ねんど」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
e １ 〜 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k１４日分が１０月 ８日、２１日
分が１０月１５日のいずれも金曜日午後 １
時半から電話でのみ受け付け
　☆ベビーヨガ＝a２２日（金）午前１０
時〜１０時半と１０時５０分〜１１時２０分の ２
部制e首が据わったお子さん〜 ９カ月
児とその保護者f各部 ４組d崎田千佳
子氏hバスタオルj動きやすい服装で
k１０月１１日（月）午前１０時から受け付
け（電話可）
　☆リトミック＝ae２５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とその保護者、
午前１１時１５分〜１１時４５分が歩き始めて
いるお子さんとその保護者f各１５組d
千葉理恵子氏h飲み物j動きやすい服

装でk１０月１３日（水）午前１０時から受
け付け（電話可）
　☆秋のおはなし会＝aef２４日（日）
午前１０時半からが幼児とその保護者１０
組、午前１１時からが小学生１５人c絵本
の読み聞かせなどd滝山おはなし会k
１０月１４日（木）午後 １時半から受け付
け（電話可）

中 央（ ）中央町 １−１０−１１
電話４７６・２１６１

　☆おはなし会＝a１０月 ５日・１２日い
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d協
力は、おはなしくぬぎ、中央図書館k
当日受け付け
　☆中学・高校生世代会議＝a ９ 日
（土）午後 ５時半からc児童館のルー
ルなどについて話し合いますe中学・
高校生世代
　☆幼児のつどい＝ac１４日が「シア
ター」、２１日が「空気で遊ぼう」いず
れも木曜日午前１０時半からと１１時から
の ２部制e １ 〜 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k１４日分が１０月 ８
日、２１日分が１０月１５日のいずれも金曜
日午後 １時半から電話でのみ受け付け
　☆あつまれ ０ちゃん＝a１５日（金）
午前１１時からと１１時１５分からの ２部制
c絵本の読み聞かせや触れ合い遊びな
どe ０ 歳児とその保護者f各部 ７組k
当日受け付け

け や き（ ）大門町２−１０− ５
電話４７４・６６５３

　☆おはなしの日＝a１０月１２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
　☆ボードゲーム大会＝a１２日（火）
午後 ３時半からcみんなでボードゲー
ムを楽しもうe小学生k当日受け付け
　☆赤ちゃんひろば＝a１３日（水）午
前１０時半からc助産師による体重測定、
育児相談e ０ 歳児とその保護者dひが
しくるめ助産師会hバスタオルi参加
人数によってはお待ちいただくことが
ありますk当日受け付け
　☆幼児のつどい＝ac１４日が「ハロ
ウィンキラキラスティック作り」、２１日
が「更生保護女性会〜よしみお姉さん
とリズムにのって踊りましょう〜」、
いずれも木曜日午前１０時半からと１１時
１０分からの ２部制e １ 〜 ４歳児とその
保護者f各部１５組d２１日が祖父江好美
氏j第 １部の定員を超えた場合にのみ
第 ２部を実施k１４日分は１０月 ８日、２１
日分が１０月１５日のいずれも金曜日午後
１時半から電話でのみ受け付け
　☆リトミック講座＝ae１６日（土）
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k１０月 ２日（土）午前 ９時から受
け付け（電話可）

多摩六都科学館　秋の企画展
「小さなともだち〜だんごむしの世界〜」
　家の周りや公園など、私たちの身近にいるダン
ゴムシ。つつくと体が丸まる愛らしい姿をしてい
ますが、食べているものや産まれるときの様子な
ど、一歩踏み込んでみると意外と基本的なことを
知りません。
　巨大ダンゴムシ模型やダンゴムシの足音をきい
て、小さなともだち「だんごむし」の世界をのぞ
いてみましょう。

　a１０月 ９日（土）〜１１
月 ３日（祝）のいずれも
午前 ９時半〜午後 ５時b
多摩六都科学館イベント
ホールg入館料５２０円（ ４
歳児〜高校生２１０円）i
混雑状況により入場を制
限する場合がありますk
当日直接会場へl同館
☎４６９・６１００

▲�電子申請
のページ

【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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1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
24
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11
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
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28 29 30

73.　10.　1
※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。



ひ ば り（ ）ひばりが丘団地 ８−１１
電話４６４・９３００

　☆工作の日＝a１０月１０日（日）①午
前１０時から②１０時半から③１１時からc
プラバン作りe小学生f各回 ８人k当
日受け付け
　☆おはなしわらべうた＝a１２日（火）
午前１１時からc絵本の読み聞かせ、わ
らべうたなどe １ 歳以上の幼児とその
保護者f ５ 組k当日受け付け
　☆幼児のつどい＝ace１４日（木）
が「お外あそび」２〜 ４歳児（あひる）、
２１日（木）が「新聞紙遊び」１歳児（う
さぎ）。いずれも午前１０時半からと１１
時からの ２部制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
k１４日分が１０月 ８日、２１日分が１０月１５
日のいずれも金曜日午後 １時半から電
話でのみ受け付け
　☆わらべうたで子育て＝a１９日（火）
午前１０時半〜１１時半cわらべうたや子
育てのお話e ０ 歳児とその保護者f ８
組d原悠子氏k１０月１２日（火）午前１０
時から受け付け（電話可）
　☆ひばスポ＝a１６日（土）午後 ５時
半からcバレーボールe中学・高校生
世代k１０月 ２日（土）午後 ３時半から
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
１０月・１１月は里親月間です
〜あなたも里親になりませんか〜
　養育家庭（里親）とは、いろいろな
理由で親と一緒に暮らせない子どもた
ちを家庭に迎えて家族と一緒に暮らし
て養育している家庭です。当市でも養
育家庭の皆さんが「社会的養護」に取
り組んでいます。
◎養育家庭体験発表会
　今年も児童相談所より「里親制度」
のDVD上映と養育家庭の里親さんか
ら貴重な実体験をお話しいただきます。
発表会終了後に、児童相談所の里親担
当者が里親に関する個別相談を受けま
す。ぜひご参加ください。
　a１０月２２日（金）午後 ２時〜 ４時b
市民プラザe都内在住・在勤・在学で
里親制度に関心のある方f３０人k１０月
５日（火）午前１０時から同センターへ
　☆わくわく赤ちゃん広場「ねんねの
会」「はいはいの会」＝ae１３日が「ね
んねの会」 ０〜 ６カ月児とその保護者、
２７日が「はいはいの会」 ７〜１２カ月児
とその保護者、いずれも水曜日午前１０
時〜１１時半c体重測定など。ママ友達
を作り、たくさんおしゃべりしましょ
う。「ねんねの会」には助産師、「はい
はいの会」には栄養士が来ますf各 ６
組hバスタオルj兄姉の保育あり。先
着各 ３人（要予約）k１０月 ６日（水）
午前１０時から同センターへ
　☆本村小・十小なかよし広場＝ab
１ 日が本村小学校、１５日が第十小学校、
いずれも金曜日午前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
　☆わくわくおはなし広場＝a２５日
（月）午前１１時〜１１時半c乳幼児向け
の絵本の読み聞かせ、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e ０ 歳〜未就学児とその保護
者f ６ 組k１０月１１日（月）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

　☆ちびっこ育児講座（ １・ ２歳児マ
マのおしゃべり広場）＝a１０月２０日
（水）午前１０時〜１１時半c １ 〜 ２歳児
の遊び・生活・しつけなど子育ての悩
みをテーマに話し合います。一人で悩
まず一緒に考えましょうe １ 〜 ２歳児
の保護者f ５ 人jお子さんの保育あり
（要予約）k１０月 ４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＝ab
１２日（火）が第六小学校、１４日（木）
が小山小学校、いずれも午前１０時〜１１
時半cお子さんと遊びながら育児の情
報交換をしましょうe乳幼児とその保
護者hスリッパk当日直接会場へ徒歩
か自転車で来場を
　☆上の原おはなし広場＝a１８日（月）
午前１１時〜１１時半cボランティアによ
る読み聞かせや手遊びなどe １ 歳以上
の乳幼児とその保護者f ６ 組k１０月 ８
日（金）午前１０時から同センターへ
児童の居場所づくり事業
　市では、公共施設などを活用して地
域の子ども達に健全な遊びを提供する
「児童の居場所づくり事業」を実施し
ています。
　◎本村小学校（体育館）＝a１０月１２
日（火）午後 ４時〜 ５時半cワクワク
スポーツテストe小学生
　◎小山台遺跡公園（屋外）＝a１０月
１６日（土）午前１０時〜正午cみんなで
芸術家e乳幼児〜小学生
　◎野火止地区センター（第 １・ ２会
議室）＝a１０月１８日（月）午後 １時半
〜 ４時半c楽しいハロウィン工作e乳
幼児〜小学生
《共通事項》
　g無料hタオル、水筒。屋内は上履
き、屋外は帽子i乳幼児は保護者同伴。
徒歩か自転車で来場を。食べ物の持ち
込みは原則禁止j内容は変更になる場
合があります。動きやすい服装で参加
を。プログラムの他に年齢に合わせた
簡単にできる工作や遊びも用意してい
ますk当日現地で受け付けl児童青少
年課児童青少年係☎４７０・７７３５

１０月の図書館休館日
　 １日（金）・８日（金）・１５日（金）・
２２日（金）・２９日（金）は全館休館です。
中央図書館は１９日（火）も休館です。
　l中央図書館☎４７５・４６４６
ストーリー・フェスタ２０２１
　韓国・スリランカ・ニュージーラン
ドの方が、自分の国の言葉で絵本を読
みます。かんたんな手遊びも教えても
らいます。大人の方も一緒にどうぞ。
　※新型コロナウイルス感染症対策を
実施の上、開催します。
　a１０月２７日（水）午後 ３時半〜 ４時
半b中央図書館 １階北開架室f３０人g
無料j協力は東久留米国際友好クラブ
k１０月 ２日（土）〜２６日（火）に電話
または直接図書館 １階カウンターへl
同館☎４７５・４６４６

ニュースポーツデー
　誰でも気軽にできるスポーツを体験
できます。
　a１０月 ９日（土）午前１０時〜午後 ４
時bスポーツセンターcミニテニス、

ユニカール、ラージボール卓球、ボッ
チャg１００円（未就学児無料）h室内
履き（運動ができる靴）iマスクを着
用し、運動ができる服装で。緊急事態
宣言発令中は中止となりますj「市民
体力テスト＆運動アドバイス」のイベ
ントと同時開催のため、実施種目が変
更となる場合がありますk当日直接会
場へl生涯学習課☎４７０・７７８４
クライミング体験会
〜市山岳連盟主催
　トップロープによるスポーツクライ
ミング体験です。
　a１０月１２日、１１月 ９日、１２月 ７日の
いずれも火曜日午後 ７ 時〜 ９ 時bス
ポーツセンターe高校生以上のクライ
ミング初心者f先着１０人程度g５００円
k当日直接会場へl同連盟・藤重☎
０９０・４２４０・６３９３
ジュニアクライミング体験教室
〜市体育協会主催
　◎土曜体験教室＝a１０月２３日、１１月
２０日、１２月１１日のいずれも土曜日午後
４時４５分〜 ６時１５分
　◎火曜体験教室＝a１０月 ５日・１９日、
１１月 ２ 日・１６日・３０日、１２月１４日・２８
日のいずれも火曜日午後 ６時４５分〜 ８
時１５分
《共通事項》
　bスポーツセンターe小・中学生d
市山岳連盟g無料i緊急事態宣言発令
中は中止となりますk当日直接会場へ
l同協会事務局☎４７０・２７２２
初心者クライミング教室
　a全 ３回。１０月２８日、１１月 ４日・１１
日のいずれも木曜日午後 ７時〜 ９時b
スポーツセンターe市内在住・在勤で
中学生以上の方（中学生は保護者同伴）
f２０人（応募多数の場合は抽選）g２，
４００円（保険料）k１０月２１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
勤または在学の方は勤務先、学校を記
入（返信用にも住所・氏名を記入）の
上、〒２０３−００１１、大門町 ２ −１４−３７、
市体育協会（スポーツセンター内）宛
て郵送をl同協会☎４７０・２７２２
水上運動会
　a１０月３１日（日）午前 ９時半〜午後
０時半bスポーツセンタープールe小
学生f５０人g５００円h水着、水泳帽、
タオルi午前 ９時〜午後 １時は貸し切
り利用となるため、プールの一般開放
は中止しますk１０月 １日（金）〜２２日
（金）に電話（４７０・７９００）または直
接同センターへl同センター
子どもの体力運動能力向上事業
第 ５回スポーツ教室「陸上」
　運動の楽しさを感じ、以後継続的に
運動をする意欲につながることを目指
します。
　a全 ８回。１１月 ２日〜１２月２８日の毎
週火曜日午後 ５時〜 ６時（１１月２３日は
休み）bスポーツセンター第 １体育室
e運動が苦手で、学校体育以外で運動
をする機会のない小学 １〜 ３年生f３０
人（応募多数の場合は抽選）g無料i
技術を身に付ける内容ではありません
kl１０月 １日（金）〜２０日（水）に電
話で同センター☎４７０・７９００へ
市民バレーボール大会
〜市バレーボール連盟主催
　a①家庭婦人
の部が１１月 ７日、
②一般男女の部
が２１日、いずれ
も日曜日午前 ９
時からbスポー
ツセンターe①

が市内在住・在勤の方②が高校生以上
g３，０００円（ １チーム）kl①が１０月
２８日（木）まで、②が１１月１２日（金）
までに同連盟・万﨑☎４４９・０１９１へ
多摩六都スポーツ大会「２０２１ボッ
チャ多摩六都カップ」参加者募集
〜多摩北部都市広域行政圏協議会主催
　近隣 ５市の相互連携および市民同士
の交流促進を目的にボッチャの大会を
開催します。
　a１２月 ４日（土）午後 ０時４５分開会
（ ０時２５分開場）b東村山市民スポー
ツセンター（東村山市久米川町 ３−３０
− ５）c ３ 人 １チームの団体戦e小平
市・東村山市・清瀬市・東久留米市・
西東京市のいずれかに在住・在勤・在
学している ３人以上の方で構成された
チーム。　※小学生以下のみで申し込
む場合、代表者として１８歳以上の方が
必ず １人以上いること。f２０チーム（応
募多数の場合は抽選）k１０月１１日（月）
〜１１月１２日（金）に、申込書に必要事
項を記入の上、生涯学習課スポーツ振
興係宛て電子メール（記入済の申込書
を添付）、郵送（本町 ３− ３− １）、ファ
クス（４７０・７８１１）、または直接窓口で
提出を（申込書は同
課窓口または市ホー
ムページから取得で
きます）。詳細は市
ホームページをご確
認くださいl同課
☎４７０・７７８４

１０月放課後講座
「健康なこころとからだをつくる
キッズヨガ」
　生涯学習センターでは、子どもの居
場所づくりとして、月に １回、放課後
講座を開催しています。１０月は子ども
向けのヨガを体験します。　※当日は
３つの密を避けた開催に努めます。
　a１０月１３日（水）午後 ４時〜 ４時４５
分b生涯学習センター和室e小・中学
生f先着１２人d山下沙由里氏g無料
kl１０月 １日（金）午前 ９時から電話
（４７３・７８１１）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）
へ

ガ イ ド
会員同士の有償家事援助活動
「ふれあいサービス」協力会員募集
　「ふれあいサービス」は、高齢者や
障害者、産前産後でお困りの方が、住
み慣れた家で自立した生活を送ること
を援助する、市社会福祉協議会の助け
合い活動です。空いている時間で家事
などをお手伝いできる方（協力会員）
を募集しています。説明会を随時開催
していますのでお気軽にご連絡くださ
い。
　c謝金＝平日（月曜〜土曜日）午前
９ 時〜午後 ５ 時が １ 時間当たり８００円。
その他の日が １ 時間当たり１，０００円e
１８歳以上で心身ともに健康な方g社協
年会費１，０００円以上kl同会ふれあい
サービス☎４７３・０２９４へ
薬湯の日“ラベンダー湯”
　ab１０月１０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j未就学児は無料l各利用施設

▲�ボッチャ多摩六都
カップに関する市
ホームページ

3.　10.　1
※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


