
広告欄　内容については広告主にお問い合わせください

おたふくかぜ予防接種費用の一部
を助成します
　東久留米市医師会では、「おたふく
かぜ予防接種」費用の一部を助成して
います。この予防接種は、市が実施し
ている法定予防接種と異なり、保護者
が接種の判断をする任意予防接種です。
医師と相談の上、ご利用ください。
　b下表の実施医療機関c個別接種。
接種回数は １回e市に住民登録があり、
おたふくかぜに罹患したことがなく、
過去に １回も「おたふくかぜ予防接種」
を受けていない １歳〜 ２歳になる誕生
日の前日までの幼児g２，０００円h母子
健康手帳、本人確認書類（保険証など）
k実施医療機関に直接予約してくださ
い。予診票は実施医療機関にあります
l同会☎４７３・５６６１
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。
　a１１月１９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
　a１１月２４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
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

１１面へつづく

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。
　１１月２１日＝石橋クリニック（東本町 ８− ９、☎４７７・５５６６）
　１１月２３日＝福山内科クリニック（新川町 １− ９−２２、☎４７０・９１７７）
　１１月２８日＝いくせ医院（新川町 １− ４−１８、☎４７１・２３０４）
【歯科】
　１１月２１日・２３日・２８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）
　１１月２１日・２８日＝滝山病院（滝山 ４− １−１８、☎４７３・３３１１）
　１１月２３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）

ワクチン接種を受けた後も、引き続き「３密（密閉・密集・密接）
の回避」「手洗い・咳エチケット（マスク着用）」などの感染防止
対策の徹底にご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症相談窓口　〜まずは電話で相談を〜
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
※かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に電話でご相談ください。
●東京都発熱相談センター☎03・5320・4592
　（24時間、土曜・日曜日、祝日も受付）
●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）
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。多言語対応）
●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。多言語対応）

　新型コロナウイルス感染症の影響により、市公共施設の
利用制限などを行っている場合があります。また、市主催
イベントなどが中止・延期している場合があります。
　最新の市の新型コロナウイルス関連情報は、市ホーム
ページをご覧ください。

おたふくかぜ予防接種費用助成実施医療機関一覧
医療機関名 所在地 電話番号

細井医院　 東本町４−３　 ４７１・０１３０
石橋クリニック 東本町８−9 ４７７・55６６
いくせ医院 新川町１−４−１８ ４７１・２３０４
ひばりヶ丘診療所 学園町２−１１−１４ ４２１・０9７３
大塚小児科アレルギー科クリニック 本町３−１−２３ ４７9・７３００
富士見通り診療所 本町３−３−２３ ４７１・２２9１
さいわい町診療所 幸町5−７−１ ４７０・７６７６
アルテミスウイメンズホスピタル 中央町１−１−２０ ４７２・６１１１
前沢医院 前沢２−１０−9 ４７１・０１5４

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

鈴木クリニック 南沢5−１８−5０ ４６０・８5０２
さくらんぼキッズクリニック 南町４−１−１７ ４9７・６２００
長生医院 滝山７−３−１７ ４７３・１１１７
大波クリニック 下里７−６−２ ４７３・７３55
※�東久留米おだやかメディカルクリニックの予防接種は、曜日制限があるため直接クリニックへお問い合
わせください。

１１月２３日（勤労感謝の日）のごみ収集
　１１月２３日は火曜日の祝日ですが、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

【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

【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１１月 １ 日現在＞　人口１１7,058人（うち外国人2,249人）／前月比３6減
男56,9１３人／前月比１9減　　女60,１45人／前月比１7減　　世帯数55,776　／前月比１３減

⇩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12面から始まり10面まで続きます
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3.　11.　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。12



１２面からつづく

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 ６月から開始し、 ４年 ２月まで予定
しています。
　次の対象に該当する方は、必ず健康
課に申し込みの上、１２月〜 ４年 ２月の
３カ月の間に、市内
の実施医療機関で受
診してください。な
お、医療機関によっ
て実施しない期間が
あります（下表参照）
のでご注意ください。
１１月特定健診対象者（ ２月・ ３月生ま
れの方）への通知は、１０月下旬に発送
済みです。
　e▼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kl
健康課特定健診係☎４７７・００１３へ

ノロウイルスにご注意ください
　ノロウイルスは、主に１１月〜 ３月に
流行する「感染性胃腸炎」の原因とな
る、感染力が強いウイルスで、感染経
路はほとんどが経口感染です。潜伏期
間は２４〜４８時間で、主症状は吐き気、
嘔吐、下痢、腹痛です。通常、これら
の症状が １・ ２日続いた後に治癒して、
後遺症もありません。感染しても発症
しない場合や軽い風邪のような症状の
場合もありますが、ふん便には １カ月
程度ウイルスが含まれます。感染した
場合は、効果のある抗ウイルス剤がな
いため対症療法となります。乳幼児や
高齢者は、脱水症状を起こしたり、体
力を消耗したりしないように水分と栄
養の補給を十分に行いましょう。
　ノロウイルス食中毒の予防には、感
染した人のふん便や吐物からの二次汚
染を防止するため、
手洗いと器具の殺菌
が必要です。調理器
具などに付着したウ
イルスには、次亜塩
素酸ナトリウムや加
熱が有効です。食品

の殺菌は加熱処理が有効で、食品は中
心部までしっかり火を通すことが重要
です。
　感染が疑われた場合は保健所やかか
りつけの医師にご相談ください。詳細
は多摩小平保健所ホームページをご覧
ください。
　l健康課保健サービス係☎４７７・
００２２

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
　☆十小なかよし広場＝a１１月２６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
　☆わくわくおはなし広場＝a１１月２９
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k１１月１５日（月）午前１０時か
ら同センターへ
　☆手作り布おもちゃの会＝a１２月 ７
日・２１日のいずれも火曜日午前１０時〜
１１時半cオリジナ
ルの布おもちゃ作
りe ０ 歳児とその
保護者f各 ６組h
縫い針、ハサミj
材料は １セット無
料で用意k１１月３０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

　★臨時休館のお知らせ＝１１月２５日
（木）は館内整備のため休館します。
　☆上の原赤ちゃん広場「ねんねの会」
「はいはいの会」＝ae１２月 ３日が「は
いはいの会」 ７〜
１２カ月児とその保
護者、１７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、体重測定など。ねんねの会には
助産師、はいはいの会には栄養士が参
加します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）
k１１月２６日（金）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。

あ お ぞ ら（ ）前沢４−２５−８
電話４７１・７０７１

　☆わらべうたスマイル講座＝a１１月
１７日（水）午前１０時半〜１１時c「五感
を育てる」わらべうたと育児の悩み相

談e ０ 歳児とその保護者d原悠子氏他
k当日受け付け
　☆幼児のつどい＝ac１１月２５日が
「ふれあい遊び」、１２月 ２ 日が「おゆ
うぎ会と１２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k１１月２５日分は
１１月１９日、１２月 ２日分は１１月２６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
　☆スポーツで元気＝ae１２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k１１月２４日（水）午後 １
時半から受け付け（電話可）
　☆ベビーマッサージ＝a１２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k１１月２９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

　☆おはなし会＝a１１月１６日（火）・
２３日（祝）のいずれも午後 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
　☆幼児のつどい＝ac１１月２５日が
「たべものシアター」、１２月 ２日が「ク
リスマス工作」、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部の定
員を超えた場合にのみ第 ２部を実施k
１１月２５日分は１１月１９日、１２月 ２日分は
１１月２６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
　☆スマイルタイム＝a１１月２６日（金）
午前１０時からと１０時４５分からの ２部制
c育児相談やママたちの交流の場e ０
歳児とその保護者f各部 ５組j協力は
東久留米助産師会k１１月１９日（金）午
前１０時から受け付け（電話可）
　☆卓球大会＝a１１月２７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
　☆クリスマス会＝a１２月１２日（日）
①午後 １時〜 １時４５分②午後 ２時〜 ２
時４５分③午後 ３時〜 ３時４５分の ３部制
cゲームやクリスマス工作などe小学
生f各部３０人hチケット、荷物を入れ
る袋j前日の正午以降は準備のため遊
戯室は利用できません。当日は終日通
常利用できませんk１１月２１日（日）午
後 ３時から直接同館へ（電話不可）

多摩六都科学館　クリスマスレクチャー
実験で鉱物・宝石の性質をしらべよう
　鉱物はどこでみつかるの？宝石はどうしてキラ
キラしているの？鉱物や宝石を使った実験をしな
がら鉱物と宝石について詳しくなろう。
　a１２月１２日（日）午後 １時半〜 ３時b多摩六都
科学館科学学習室e小学 ４ 年生以上の方f１２組
（ １組 ２人まで）d中島美奈子氏（同館ボランティ
ア会会員、FGA〈英国宝石学協会〉正会員）、小
田島庸浩氏（同館研究・交流グループ）g入館券

５２０円（小学 ４年生〜高校生は２１０
円）i小学生は保護者と参加（保
護者も参加申し込みが必要です）。
参加者以外の入室不可k１１月２９日
（月）までに（必着）、同館ウェ
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・郵便番号・
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

特定健診・後期高齢者健診・無保険者健診実施医療機関一覧（１２月〜４年２月）

医療機関名 所在地 電話番号 １２月 ４年
１月 ２月

東久留米団地診療所 上の原１－４－１１－１０３ ４７１・２６２８ ○ × ×
武田クリニック 大門町１－１－２４ ４７７・５８５６ × × ×
福山内科クリニック 新川町１－９－２２ ４７０・９１７７ ○ ○ ○
細井医院 東本町４－３ ４７１・０１３０ ○ ○ ○
おかの内科クリニック 東本町６－１５ ４７７・００５５ ○ ○ ○
石橋クリニック 東本町８－９ ４７７・５５６６ ○ × ×

いくせ医院 新川町１－４－１８、
わかさとビル１階 ４７１・２３０４ × × ×

高月内科クリニック 学園町１－１４－３２ ４２１・２１２１ ○ × ×
ひばりヶ丘診療所 学園町２－１１－１４ ４２１・０９７３ ○ ○ ○
清水胃腸科内科 本町１－１－１１ ４７２・８７０９ × ○ ×

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 ○ × ×

古谷消化器科内科 本町３－１－９ ４７６・４１００ ○ ○ ○
富士見通り診療所 本町３－３－２３ ４７１・２２９１ ○ ○ ○
水野胃腸クリニック 本町３－８－１９ ４２０・６５２７ ○ ○ ○
あだち医院 本町３－１１－１５ ４２０・５６６１ ○ ○ ○
山口内科・呼吸器科
クリニック 本町３－１２－２ ４７２・２３８６ ○ ○ ○

東久留米なごみ内科診療所 幸町３－１１－１４ ４７０・７５３０ ○ ○ ○
おざき内科循環器科
クリニック 幸町４－２－１ ４７７・０５５５ ○ ○ ○

アルテミスウイメンズ
ホスピタル（★） 中央町１－１－２０ ４７２・６１１１ ○ ○ ○

鹿島医院 南沢４－３－２ ４６１・２９６７ ○ × ×
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 ○ ○ ○

鈴木クリニック 南沢５－１８－５０ ４６０・８５０２ × ○ ○
前沢医院 前沢２－１０－９ ４７１・０１５４ ○ ○ ×
すずのね内科・神経内科 前沢４－７－１１ ４７４・１１１２ ○ ○ ×
たきぐち内科クリニック 前沢４－３１－４ ４７０・９１１８ ○ ○ ○
尾町内科クリニック 南町１－６－１１ ４６０・０５３１ ○ ○ ×
滝山病院 滝山４－１－１８ ４７３・３３１１ ○ ○ ○
黒目川診療所 滝山５－２７－１６ ４２０・７２１５ ○ ○ ○
長生医院 滝山７－３－１７ ４７３・１１１７ ○ ○ ○
飯田医院 滝山７－１５－１６ ４７２・８１８１ ○ ○ ○
胃腸科内科松本クリニック 下里２－８－２１ ４７９・７１７１ × × ×
大波クリニック 下里７－６－２ ４７３・７３５５ ○ ○ ○
（★）アルテミスウイメンズホスピタルは女性のみ。

【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

12
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

11
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
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28 29 30

113.　11.　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。



け や き（ ）大門町２−１０− ５
電話４７４・６６５３

　☆おはなしの日＝a１１月１６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
　☆赤ちゃん広場＝a１１月１７日（水）
午前１０時半〜１１時半c親子のコミュニ
ケーションワークとティータイムe ０
歳児とその保護者d炭田契恵子氏h飲
み物k当日受け付け
　☆ベビーマッサージ＝a１１月２４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）k１１月１７日（水）午
前 ９時から受け付け（電話可）
　☆幼児のつどい＝ac１１月２５日が
「１１月生まれのお
誕生日会とクリス
マス工作」、１２月
２日が「１２月生ま
れのお誕生日会と
それゆけヒーロー
ごっこ」、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j第 １部の定員を超えた場
合にのみ第 ２部を実施k１１月２５日分は
１１月１９日、１２月 ２日分は１１月２６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
　☆小学生クリスマス会＝a１２月１１日
（土）①午後 １時〜 １時４５分②午後 ２
時〜 ２時４５分③午後 ３時〜 ３時４５分の
３部制cゲームやクリスマス工作など
e ４ 歳児〜中学・
高校生世代（幼児
は保護者同伴）f
各部３０人h参加券、
くつ袋、荷物を入
れる袋j前日の午
後 ５時以降は準備
のため遊戯室は利用できません。当日
の午前中は準備、午後 ３時４５分以降は
片付けのため休館しますk１１月２２日
（月）午後 ３時から直接同館で参加券
（無料）を配布

ひ ば り（ ）ひばりが丘団地 ８−１１
電話４６４・９３００

　☆ぴよぴよママの会＝a１１月１７日
（水）午前１０時〜１１時半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hバスタオル、母子健康手帳j
参加人数によって ２部制となる場合が
あります。きょうだい保育はありませ
んk当日受け付け
　☆おはなしの日＝a１１月１７日（水）
午後 ３時４５分からc絵本の読み聞かせ
や素話e小学生f１０人d水曜おはなし
会k当日受け付け
　☆幼児のつどい＝ace１１月２５日が
「クリスマス工作・１１月誕生日会」 ２
〜 ４ 歳児（あひる）、１２月 ２ 日が「ク
リスマス会・１２月誕生日会」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k１１月２５日分が１１月１９日、１２月
２日分が１１月２６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
　☆ひばCAFE＝a１２月 ３日（金）午
前１０時半〜１１時半cひばり保育園の看
護師とお話し
ましょうe乳
幼児とその保
護者f ８ 組k
１１月２６日（金）
午前１０時から
受け付け（電話可）
　☆小学生クリスマス会＝a１２月１２日
（日）①午前１１時〜１１時４０分②午後 １
時〜 １時４０分③午後 ２時半〜 ３時１０分
cゲームなどe小学生f各回３５人j前
日の午後と当日は通常利用できません
k１１月１９日（金）午後 ３時半から直接
子どもセンターひばりで参加券（無料）
を配布

冬のおたのしみ会
　人形劇や大型絵本など、より一層「お
はなし」を楽しむことのできる、冬の
特別な「おはなし会」を行います。

　a１２月２２日（水）
午前１１時〜１１時４５分
と午後 ３時〜 ３時４５
分b南部地域セン
ター ２階講習室 １・
２e ０ 歳児〜小学生
のお子さんとその保
護者f各回１２組（ １組 ３人まで）g無
料i駐車場がありませんので車での来
場はご遠慮くださいk１１月１５日（月）
〜１２月２１日（火）に電話または直接ひ
ばりが丘図書館へl同館☎４６３・３９９６

「みんなのクラシックコンサート」
新人演奏家募集
　生涯学習センターでは、市民による
コンサート企画グループ「まろにえコ
ンサートクラブ」が主体となり、東久
留米市演奏家協会の協力を得て、「み
んなのクラシックコンサート」を開催
しています。
　 ４年 ３月の開催を予定している同コ
ンサートにおいて、東久留米市に縁の
ある新人演奏家の
出演を募集します。
　未来を担う若き
演奏家を発掘し、
地域の皆さんにご
紹介するとともに、
若手の演奏家の
方々がコンサートの経験を積み、演奏
の場を広げていただければと願ってい
ます。
　a ４ 年 ３月２１日（祝）午後 ２時開演
（ １時半開場）b生涯学習センターホー
ルg入場無料（要整理券）c▼募集部
門＝ピアノ・声楽・管楽器・弦楽器・
打楽器▼出演資格＝東久留米市近郊に
在住・在学の方で３０歳まで（声楽は３５
歳まで）の方、音楽大学・教育大学な
どで音楽を専攻する（した）学生また
は卒業生の方、または同等の技量を持
つ方。　※ピアノと管弦打楽器につい
てはコンクール受賞歴など、実績のあ
る場合のみ中学・高校生も可。▼演奏
時間＝１３分以内▼費用＝無料（交通
費・楽器運搬費などは自己負担）k１２
月２０日（月）までに（必着）、申込書
に必要事項を記入の上、演奏音源（CD
に限る）を同封し、生涯学習センター
宛て郵送を。その他詳細は、募集要項
を同センター窓口で配布しますのでご
確認ください。また、同センターホー
ムページでもご覧いただけますl同セ
ンター☎４７３・７８１１
夜間人権ホットライン
　東京都人権プラザでは、１２月 ４ 日
（土）〜１０日（金）の人権週間にあた
り、次の日程で「電話法律相談」を実
施します。人権侵害や日常生活の法律
問題について、弁護士
が電話でご相談をお受
けします。ぜひご相談
ください。
　a１２月 ６日（月）午後 ５時〜 ８時c
▼相談先電話番号＝０３・６７２２・０１２７▼
相談時間＝一人当たり１０分程度g無料
l東京都人権プラザ相談室☎０３・
６７２２・０１２４または０３・６７２２・０１２５
社会保険労務士による無料相談会
　a１１月２４日（水）午後 １時半〜 ４時
b市役所 １階屋内ひろばc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）g無料k当日直接会場へl
生活文化課☎４７０・７７３８

ガ イ ド
東京都最低賃金改正のお知らせ
　都の最低賃金が１０月 １日から「時間
額１，０４１円」に改正されました。都内
で働くすべての労働者に適用されます。
　l東京労働局賃金課☎０３・３５１２・
１６１４または東京働き方改革推進支援セ
ンター☎０１２０・２３２・８６５
柳泉園組合職員（地方公務員）募集
　▼募集人員＝一般職（一般事務）若
干名▼受験資格＝昭和６２年 ４月 ２日以
降に生まれ、学校教育法による大学、
専門学校または高等学校を卒業か、令
和 ４年 ３月卒業見込みの方▼提出書類
＝履歴書、最終学歴の卒業証明書（ま
たは卒業見込み証明書）および成績証
明書、写真▼試験日＝１２月１１日（土）
▼採用日＝ ４ 年 ４月 １日（金）
　k１１月１５日（月）〜２６日（金）の平
日午前 ９時〜午後 ５時に、提出書類を
本人が柳泉園組合に持参、同日必着で
郵送（簡易書留）、ま
たは電子メールで送信
してくださいl柳泉園
組合ホームページまた
は同組合総務課庶務文
書係☎４７０・１５４５
東久留米市ファミリー・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です。保
護者のリフレッシュや外出時の預かり、
保育園や学童の送迎などを地域の協力
者がお手伝いします。 ４月から利用を
お考えの方は早めのご登録を。
　a①１１月３０日（火）、②１２月 ６ 日
（月）、③１２月１８日（土）、いずれも午
前１０時〜１０時半b①が市民プラザ会議
室、②が東部地域センター、③がわく
わく健康プラザi事前予約制。利用者、
協力者合同開催。登録後、協力者との
顔合わせが必要ですkl同センター☎
４７５・３２９４

▲�柳泉園組合
　ホームページ

高齢者の自宅売却に
ご注意ください
Ｑ．高齢の親が自宅マンションを売
却する契約をしましたが、解約でき
ますか。
Ａ．要介護認定を受けた高齢者の世
帯に対し、不動産事業者が自宅売却
の勧誘をしているという相談が入っ
ています。まず「住宅について良い
話がある」と電話があり、その後担
当者が自宅を訪問します。「築古の
マンションは老朽化が進み大規模修
繕に高額の費用がかかる」、「賃貸な
ら固定資産税がかからなくなる」、
「売却しても、そのまま住み続ける
ことができる」、「良い高齢者住宅（老
人ホーム）を紹介する」などの説明
をされ、相場より安い金額で売却す
る契約をしたというケースが見られ
ます。長時間の勧誘に根負けし契約

してしまったという相談もありまし
た。
　消費者が自宅を不動産業者に売却
した場合、クーリングオフはできま
せん。契約を解除する場合は、契約
書に定めのある通り手付金の倍額を
支払ったり、高額な違約金が必要に
なることがあります。解約しなけれ
ば、物件引渡期日までに引越をしな
ければならず、生活に多大な影響が
生じます。不動産取引は自分ひとり
で判断せず、親族や見守り担当者に
相談してから決めましょう。その場
で契約書に署名・捺印することは避
けましょう。また、契約した高齢者
は契約内容を理解していなかったり、
売却後の生活設計を具体的に考えて
いないことがあり、家族や見守りの
皆さまが早めに気付くことが必要で
す。
　お困りの場合は、すぐに消費者セ
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

3.　11.　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。 10


