
広告欄　内容については広告主にお問い合わせください休日・準夜間診療 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）

休日診療（日曜日と祝日の午前 ９時〜正午および午後 １時〜 ４時半）
内科・ 小児科
※薬の処方は最低限の日数です。受診時は必ず事前に電話でご連絡ください。
９ 月１８日・１９日・２５日＝休日医科診療所
� （滝山 ４− ３−１４〈わくわく健康プラザ内〉、☎０４２・４７３・３６６３）
９ 月２３日＝石橋クリニック
� （東本町 ８− ９、☎０４２・４７７・５５６６）
歯科
９ 月１８日・１９日・２３日・２５日＝休日歯科診療所
� （滝山 ４− ３−１４〈わくわく健康プラザ内〉、☎０４２・４７４・５１５２）
休日準夜間診療医療機関（診療科目・時間などは当日事前にご確認ください）

９ 月１８日・２３日＝前田病院（中央町 ５−１３−３４、☎０４２・４７３・２１３３）
９ 月１９日・２５日＝滝山病院（滝山 ４− １−１８、☎０４２・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、☎０４２・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）

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までkl
同係☎０４２・４７７・００３０

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、具体
的な料理方法なども含めて栄養士が
分かりやすく紹介します。
a全 ２回。１０月１２日㈬・２６日㈬のい
ずれも午前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全 ２回参加できる市内在
住の６５歳以上で、医師から食事制限
の指示をされていない方（初回の方

優先）f先着１２人g無料k ９ 月１５日
㈭午前 ９時から電話で介護福祉課地
域ケア係へl同係☎０４２・４７０・７７７７
（内線２５０１〜２５０３）

イベント・講座イベント・講座
児 童 館

子どもセンターあおぞら 
前沢４-25-８　☎042・471・7071

■幼児のつどい
ac ９ 月２２日㈭が「○△□であそぼ
う」、２９日㈭が「忍者になろう」、１０
月 ６ 日㈭が「運動会ごっこ」、いずれ
も午前１０時半からと１１時 ５ 分からの

２部制e １ 〜 ４ 歳児と保護者f各部
１２組k２２日分は ９月１６日㈮、２９日分
は ９月２２日㈭、１０月 ６ 日分は ９月２９
日㈭、いずれも午後 １時半から電話
で
■ボルダリングの日
a１９日 午後 ２時半〜 ３時半e小
学生j動きやすい服装でk当日会場
で

（ ７面へ続く）

け ん こ うけ ん こ う

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。 ４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 ３年 ４月 １日〜 ４
年 ３月３１日生まれの方▼第 ２期＝平
成２８年 ４ 月 ２ 日〜２９年 ４ 月 １ 日生ま
れの方j第 １期分は １歳の誕生月に、

イベント・講座

■わくわくウォーキング教室
　市内の見どころがつまったウォーキングマップ
「わくわく歩くるめマップ」を活用したウォーキング教室です。正
しいウォーキングやストレッチ方法などを学びます。
a�１０月 ４ 日㈫午後 ２時〜 ４時
b�南部地域センター集合、生涯学習センター解散
　※集合場所と解散場所が異なります。
c�わくわく歩くるめマップ ３六仙公園コ
ースを健康運動指導士と歩きます。参
加された方には、素敵なプレゼントも
あります
f�先着２０人
d�健康運動指導士
h�筆記用具、飲み物、タオル
j�動きやすい服装、マスク着用で
k�９ 月１５日㈭午前 ８時半から電話（☎０４２
・４７７・００２２）または健康課窓口で

市
n

　少しずつ暑さも和らぎ、体を動かすには気持ちの良い季節。夏バテで
低下した体力回復のためにマップを片手に持ち、気軽にウォーキングを
してみませんか。現在、「わくわく歩くるめマップを使って歩こう！」キ
ャンペーンを実施中です。参加された方には缶バッジやスポーツタオル
をプレゼント。
実施期間 ５ 年 ３ 月３１日㈮まで
参加方法次の手順でご参加ください
　①�マップ全域版（藍色）と歩きたいコースのマップを手に入れる
　②�マップ全域版の「ウォーキング記入欄」に歩いたコースの内容を記録
する

　③�記録したマップ全域版をわくわく健康プラザの健康課窓口へ持参す
る（窓口でプレ�ゼントを差し上げます）

マップ入手場所市役所本庁舎、わくわく健康プラザ（健康課）、各地域・
地区センター、スポーツセンターなど（市nからも取得できます）
e市民の方
iプレゼントは １人 １回まで（無くなり次第終了）

「わくわく歩くるめマップ」を使って
ウォーキングキャンペーンに参加しませんか

l健康課保健サービス係
　☎０４２・４７７・００２２

人口と世帯〈令和４年9月1日現在〉 人口116,866人（うち外国人2,308人）／前月比76減　男56,739人／前月比45減　女60,127人／前月比31減　世帯数55,991／前月比31減
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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  nホームページ  m電子メール
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けんこうとイベント・講座は６面まで続きます

◎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
　☎・FAX042・472・1131（夜間・休日のみ）
◎ホームページ（https://www.city.higashik 
urume.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）

➡市政へのご要望・ご意見はこちらへ

東久留米市プロモーション動画

市公式ツイッター 市公式フェイスブック

行政情報アプリ　マチイロ市公式動画チャンネル

けんこう



（ ８面から続く）
■スポーツで元気
ae１０月 ５ 日㈬午前１０時半～１１時が
首が据わったお子さん～ハイハイま
でのお子さん、１１時１５分～１１時４５分
が歩き始めているお子さん、午後 ２
時半～ ３時が幼稚園・保育園に通っ
ている年少年代から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各回１０組h飲み物j動きや
すい服装でk ９ 月２７日㈫午後 １時半
から電話または来館で
■わらべうたスマイル講座
a１０月１２日㈬午前１０時半～１１時半c
「返事あそび」、わらべうたと育児の
悩み相談e ０ 歳児と保護者f ６ 組d
原悠子氏k ９ 月２８日㈬午後 １時半か
ら電話または来館で

中央児童館 
中央町１-1０-１1　☎042・476・2161

■パパサタ
a ９ 月１７日㈯午前１１時からc射的遊
びe乳幼児と保護者f１２組k当日会
場で
■おはなし会
a２０日㈫・２７日㈫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当日会場で
■幼児のつどい
ac２２日㈭が「リズム遊び」、２９日㈭
が「防災グッズ作りと ９ 月のお誕生
日会」、１０月 ６ 日㈭が「運動会遊び」、
いずれも午前１０時半からと１１時 ５ 分
からの ２部制e １ ～ ４ 歳児と保護者
f各部１２組k２２日分は ９月１６日㈮、
２９日分は ９月２２日㈭、１０月 ６ 日分は
９月２９日㈭、いずれも午後 １時半か
ら電話で

■親子のコミュニケーションワーク
a２６日㈪午前１０時半からc音のワー
クと触れ合い遊びe ０ 歳児と保護者
f ８ 組d炭田契恵子氏k ９ 月１９日
午前１０時から電話または来館で

けやき児童館 
大門町２-10-５　☎042・474・6653

■おはなしの日
a ９ 月２０日㈫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
幼児と保護者dみくりおはなしの会
■赤ちゃん広場
a２１日㈬午前１０時半～１１時半c親子
のコミュニケーションワークe ０ 歳
児と保護者d炭田契恵子氏k当日会
場で
■幼児のつどい
ac２２日㈭が「クレヨンでおえかき」、
２９日㈭が「ふれあいあそびと ９ 月生
まれのお誕生日会」、１０月 ６ 日㈭が
「運動会ごっこ」、いずれも午前１０時
半からと１１時１０分からの ２部制e １
～ ４ 歳児と保護者f各部１５組k２２日
分は ９月１６日㈮、２９
日分は ９月２２日㈭、
１０月 ６ 日分は ９月２９
日㈭、いずれも午後
１時半から電話で
■ベビーマッサージ
a２８日㈬午前１０時半～１１時半e ０ 歳
児と保護者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 ９ 月２１日㈬午前 ９ 時から電
話または来館で
■リトミック講座
ae１０月１５日㈯午前１０時半～１１時が
首が据わったお子さんと保護者、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千葉氏（リトミック研究所）k
１０月 １ 日㈯午前 ９時から電話または
来館で

子どもセンターひばり 
ひばりが丘団地８-11　☎042・464・9300

■おはなしの日
a ９ 月２１日㈬午後 ３時４５分～ ４時１５
分c絵本の読み聞かせや素話e小学
生d水曜おはなし会k当日会場で
■幼児のつどい
ace２２日㈭が「新聞紙遊びと ８・
９ 月誕生会」１ 歳児と保護者、２９日
㈭が「運動会遊びと ８・ ９月誕生会」
２～ ４歳児と保護者、１０月 ６ 日㈭が
「運動会遊び」１歳児と保護者、いず
れも午前１０時半からと１１時１０分から
の ２部制f各部１５組k２２日分は ９月
１６日㈮、２９日分は ９月２２日㈭、１０月
６ 日分は ９月２９日㈭、いずれも午後
１時半から電話で
■親子でふれあいリトミック
ae２７日㈫午前１０時半～１１時が首が
据わったお子さんと保護者、午前１１
時１５分～１１時４５分が歩き始めている
お子さんと保護者c音に合わせて心
と体を動かそうf各回１５組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２０日㈫午前１０
時から電話または来館で
■カプラの日
a２９日㈭午後 ３時半からe小学生k
当日会場で

子 育 て
子ども家庭支援センター（滝山） 
わくわく健康プラザ２階　☎042・471・0910

■十小なかよし広場
a ９ 月１６日㈮午前１０時～１１時半b第
十小学校 １階ランチルームcお子さ
んと遊びながら育児の情報交換。育
児相談も受け付けますe乳幼児親子
i徒歩か自転車で来場をk当日会場
で
■手作り布おもちゃの会
a１０月 ４ 日㈫・１８日㈫午前１０時～１１
時半b同センター地域活動室cオリ
ジナルの布おもちゃ作り（材料は １
セット無料で用意）e ０ 歳児親子f
各 ６組h縫い針、はさみk ９ 月２９日
㈭午前１０時から電話または同センタ
ーで

地域子ども家庭支援センター上の原 
上の原１-２-44　☎042・420・9011

■ ９月の臨時休館日
　 ９月１５日㈭は館内整備のため、休
館します。
■上の原赤ちゃん広場
a①１０月 ７ 日㈮が「はいはいの会」②
２１日㈮が「ねんねの会」、いずれも午
前１０時～１１時半b同センター上の原
乳児室c触れ合い遊び、体重測定、
情報交換e①が ７～１２カ月児と保護
者②が ０～ ６カ月児と保護者f各 ６
組d助産師hバスタオルj兄姉の保
育あり（各先着 ３人、要予約）k ９ 月
３０日㈮午前１０時から電話または同セ
ンター上の原で

図 書 館

２０２２・秋の朗読サロン

　東久留米図書館友の会による朗読

サロンを開催します。この機会に耳
で文学作品を味わってみませんか。
a１０月２０日㈭午後 １時半～ ３時b南
部地域センター ２階講習室e中学生
以上f先着３０人i車での来場不可k
９ 月１５日㈭～１０月１９日㈬に電話（☎
０４２・４６３・３９９６）または直接ひばり
が丘図書館（休館日を除く）でl同館

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。
a１０月２３日㈰午後 ２時～ ３時半b西
部地域センター ３階第 ２・ ３講習室
c国内や海外の童話・昔話など、大
人でも楽しめる作品を取り上げてお
話しします。関連する資料も併せて
展示しますf先着２０人i車での来場
不可j大人向けの長時間の会となる
ため、お子さんはご遠慮くださいk
９ 月１５日㈭～１０月２２
日㈯に電話（☎０４２・
４７１・７２１６）または直
接滝山図書館（休館
日を除く）でl同館

文 　 化

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２６日㈪午前１０時～１１時半b南
部地域センター ２階和室 １・ ２c ９
月のテーマは「高齢妊婦さん＆ママ
の会」。疑問やお悩みも皆でシェア
しましょうe妊婦または子育て中の
お母さんf先着１８人（親子参加は ９
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）g５００円kl電話
または直接同センター（☎０４２・４５１
・２０２１）で

男女平等推進センター主催 
「つながるカフェ」

　毎月第 ２木曜日に、ひきこもりな
どの生きづらさを抱えている女性向
けの交流の場「つながるカフェ」を開
催しています。テーマを決めて、参
加者の皆さんと対話をしたり、関連
情報の収集もできます。
a１０月１３日㈭午後 ２ 時～ ４ 時（途中
参加、退室自由）b男女平等推進セ
ンター（市役所 ２階）eひきこもりな
どの生きづらさを抱えている女性f
先着 ６人（要申し込み）k専用申し込
みフォーム、同センター宛てm（fifty�
２＠city.higashikuru�
me.lg.jp）、または電
話（☎０４２・４７２・００６１）
で申し込みをl同セン
ター（市役所 ２ 階、平
日午前 ９ 時～午後 ５
時）

第 4 回　活き活き「社交ダンスの集い」

　今年も社交ダンスパーティーを開
催します。皆さんご一緒に楽しみま
せんか。お待ちしています。
a１０月２９日㈯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検温、消毒、マスク着用でkl活
き活き健康の会会長・佐藤千恵子☎
０９０・５３９６・４５４４

専用申し込み
フォーム

▲同スタンプラリーn
（９月１５日公開予定）

　都商工会連合会多摩観光推進協議会では、北多摩エリアを舞台にし
たスタンプラリーを実施します。今年は、アプリをダウンロードして、
北多摩エリアの魅力ある施設に配置したさまざまなキャラクターのス
タンプを集めるモバイルスタンプラリーとして実施します。
a１０月１日㈯～１１月３０日㈬
イベント内容観光施設・文化施設・飲食店・神社仏閣などを巡礼して、
スタンプを入手しましょう。スタンプを５種類以上集めると、キャラ
クターオリジナルグッズや地域の特産品などが入手できます。スタン
プを３０種類全部集めると、抽選で多摩六都エリア内のレストランの
食事券が当たります。詳細は同スタンプラリーnをご覧ください
j主催は都商工会連合会多摩観光推進協議会。共催は小平商工会、東
村山市商工会、清瀬商工会、東久留米市商工会、西東京商工会。協力
は多摩北部都市広域行政圏協議会（小平市、東村
山市、清瀬市、東久留米市、西東京市）、西武鉄
道株式会社
l「TAMA☆ろくと巡礼物語！」事務局
　※�同スタンプラリーn内の問い合わせフォーム
からお問い合わせください。

「TAMA☆ろくと巡礼物語！」「TAMA☆ろくと巡礼物語！」
北多摩TOKYOアニメスタンプラリー２０２２北多摩TOKYOアニメスタンプラリー２０２２

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。
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　大人を対象とした地球科学の講座です。地球の大スケールの変化と自
分の身の回りの地質や地形のつながりについて一緒に考えてみましょう。
a１０月２９日㈯正午～午後 １時半b多摩六都科
学館科学学習室e１８歳以上の方f１６人g入館
料（展示室券）５２０円i参加者以外の入室不可
k１０月１７日㈪までに（必着）、同館ウェブサイ
トまたははがきで申し込み。はがきの場合、
イベント名・希望日時・氏名（フリガナ）・年
齢・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（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☎０４２・
４６９・６１００

いまどき、井戸のこと 
－小平と東久留米

　災害時の井戸の重要性や有効活用、
その井戸水の広い地域での巡りにつ
いて学びます。市民自主企画講座開
講支援事業。企画・運営は東久留米
の井戸水位を調べる会、市教育委員
会主催、市文化協会主管。
a１０月２２日㈯午後 １時半～ ３時半b
東部地域センタ―講習室c▼講義①
＝防災対策として身近な水源「井戸」、
▼講義②＝地域をつなぐ地下水の保
全と利活用にむけてd①金子尚史氏
（小平井戸の会代表）②長谷川怜思氏
（八千代エンジニヤリング株式会社
プロフェッショナル）g３００円（資料
代）h筆記用具k ９ 月１５日㈭～１０月
１７日㈪に、市文化協会n申し込みフ
ォーム、電話またはo（☎０４２・４７７
・４７００〈o同〉）で申し込みを（oの場
合、講座名・氏名・住所・年代・電
話番号を記入の上、送
信を）l同協会（電話受
け付けは第 ４月曜日を
除く平日午前 ９時～午
後 ５時）

三遊亭好楽・林家たい平　二人会

　大人気落語家による二人会。両師
匠の落語をお楽しみください。
a１１月２６日㈯午後 ２ 時開演（ １ 時半
開場）b生涯学習センターホールc
出演＝三遊亭好楽、林家たい平ほか
f先着５００人g前売券３，８００円、当日
券４，０００円i未就学児入場不可k ９
月１５日㈭午前 ９時から電話（☎０４２・
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）でl同センター

まろにえ★クリスマスコンサート
出演者募集

　生涯学習センターホールでは、毎
年公募による出演者とともにクリス
マスを楽しむ公演を開催しています。
a１２月１８日㈰午後 ２ 時開演（ １ 時半
開場）予定b生涯学習センターホー
ルc▼募集部門＝管弦打楽器・ゴス
ペル・合唱・ダンスなど▼演奏時間
＝ １ 団体１５分程度▼出演費＝無料
（交通費・楽器運搬費などは自己負
担）e市内または近郊で活動してい
る団体・個人（小学生以下の場合は
成人の責任者同伴）j詳細は同セン
ターで配布する募集要項をご覧くだ
さい（同センターnからも取得可）k
１０月１４日㈮までに（必着）、申込書に
必要事項を記入の上、〒２０３−００５４、
中央町 ２− ６−２３、生涯学習センタ
ー宛て郵送、またはo（０４２・４７３・
７６７５）で送信をl同セ
ンター☎ ０４２・４７３・
７８１１（第 ４ 月曜日を除
く午前 ９ 時～午後 ９
時）

ス ポ ー ツ

9 月26日㈪～30日㈮スポーツ 
センタープール一般開放中止

　 ９月２６日㈪～３０日㈮はプール水抜
き清掃のため、開放を中止します。

ご不便をおかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。
l同センター☎０４２・４７０・７９００

akiヨガレッスン

a ９ 月２９日㈭午後 ５時半～ ６時半b
市民プラザホール（市役所 １階）c気
持ち穏やかに、リラックスした気分
が心地よい、ヨガのレッスンf先着
１８人（要予約）daki氏（JYIA認定ヨ
ガインストラクター）g５００円（当日
集金）h飲み物、タオル、ヨガマッ
ト（お持ちの方）j動きやすい服装、
マスク着用でk ９ 月１６日㈮午前 ９時
から電話（☎０４２・４７０・７８１３）または
市民プラザ窓口でl同プラザ

ジュニアクライミング体験教室

a▼１０月 ４ 日・１８日、１１月 １ 日・１５
日、１２月 ６ 日・２０日のいずれも火曜
日午後 ６時４５分～ ８時１５分▼１０月 ８
日、１２月１０日のいずれも土曜日午後
４時４５分～ ６時１５分bスポーツセン
ター第 １体育室e小・中学生d市山
岳連盟g無料h靴下（シューズ貸し
出しのため）j都・都体育協会・市
体育協会主催k当日会場でl市体育
協会事務局☎０４２・４７０・２７２２

初心者ターゲット・バードゴルフ
体験会

a全 ３回。１０月 ４ 日・１１日・１８日（予
備日１１月 １ 日）いずれも火曜日午前
９時半～１１時半b滝山球場e市内在
住・在勤で６０歳以上の健康な方g無
料j運動できる服装で。用具貸し出
しあり。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k ９ 月２２日㈭までに（必
着）、往復はがきに事業名・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、市体育協会事
務局宛て郵送をl同協会☎０４２・４７０
・２７２２

第35回市民テニス大会(シングルス）

a▼男子・女子 2部＝１１月 ５ 日㈯（予
備日１１月１２日）▼男子・女子 1 部＝
１１月 ６ 日㈰（予備日１１月１３日）b市内
各テニスコートc種目＝シングルス
男子 １部・ ２部、シングルス女子 １
部・ ２部e市内在住・在勤・在学・
在連盟傘下テニスサークル・在テニ
ススクールで高校生以上の方g １ 人
２，０００円iエントリー後のメンバー
変更や参加費の返金不可j市テニス
連盟主催。試合時間・会場などはく
るくるチャンネルで確認をk１０月 ３
日㈪までに（消印有効）、郵便振替
（００１９０−２−６３２３６９、加入者名「東久
留米市テニス連盟」）で、通信欄に、
郵便番号・住所・氏名・電話番号・
参加種目・（市外の方は勤務先・学
校名・スクール名・連盟傘下サーク
ル名）を記入の上、参加費を振り込
んでください。連盟理事に直接申し
込みも可l同連盟・小野嵜☎０４２・
４７８・５８８１（夜間）

市民ボッチャ大会

　上位チームは２０２２ボッチャ多摩六
都カップへの出場権が得られます。

a１０月 ８ 日㈯午後 １時受け付け、 １
時半開会（ニュースポーツデー同時
開催）bスポーツセンター第 １ 体育
室e市内在住・在勤・在学している
原則 ３ 人以上で構成されたチーム
（ ３人揃わなくても参加できます）。
小学生以下のみで申し込む場合は、
代表者として大人（１８歳以上）が必ず
１人以上参加してくださいf２０チー
ム程度（応募多数の場合は抽選、満
たない場合は当日参加可）g １ 人１００
円j競技コートはバドミントンコー
ト半面のサイズk ９ 月３０日㈮までに
（必着）、申込書に必要事項を記入の
上、〒２０３−８５５５、市役所生涯学習
課宛て郵送、m（shogaigakushu@
city.higashikurume.
l g . jp）、o（０４２・４７０
・７８１１）、または直接同
課窓口へ持参を。申込
書は同課窓口または市
nから取得できますl同課☎０４２・
４７０・７７８４

第１00回ソフトテニス市民大会

a１０月１０日 午前 ８時半から受け
付け（予備日１０月３０日）b市立テニス
コート(西中学校)c一般の部(男子
・女子の部)、壮年の部(４５歳以上の
男性)、壮年ミックスの部(７０歳以上
の方・個人申し込み、浮動ペア)e
原則市内在住・在勤・在学・在クラ
ブの方g参加費 １チーム１，０００円j
市ソフトテニス連盟主催k１０月 ２ 日
㈰までに（必着）、電話またははがき
に住所・氏名・年齢・電話番号・参
加種目を記入の上、〒２０３−００３３、
滝山 １− ６−１３、井部誠二宛て郵送
をl同連盟・井部☎０４２・４７５・８２７９

クライミング体験会

a１０月１１日、１１月 ８ 日、１２月１３日の
いずれも火曜日午後 ７時～ ９時bス
ポーツセンター第 １体育室cトップ
ロープによるスポーツクライミング
体験e高校生以上のクライミング初
心者f先着１０人程度g参加費５００円
h靴下（シューズ貸し出しのため）j
市山岳連盟主催k当日会場でl同連
盟・藤重☎０９０・４２４０・６３９３

く ら し

第24回市民手話まつり

　耳の聞こえない方たちのことや手

話を知っていただくことを目的とし
た「市民手話まつり」を ３年ぶりに開
催します。市ろう者協会主催、市共
催、市社会福祉協議会・さいわい福
祉センター後援。
a１０月１６日㈰午前１１時～午後 ４ 時
（雨天決行）b市民プラザ（市役所 １
階）c講演会・手話教室・ミニゲー
ム・展示（ろう者協会、手話講習会、
人工内耳など）j午後 ２ 時～ ３ 時半
にEテレ「みんなの手話」で講師を担
当している森田明氏による講演会
（手話通訳あり）を行います。先着６０
人、事前申し込み制。詳細は市nを
ご覧いただくか、市ろう者協会まで
お問い合わせをl市ろう者協会・松
田m（0ve5j25f326618f@ezweb.
ne. jp）、障害福祉課☎０４２・４７０・
７７４７（o０４２・４７０・７８０８）

認知症サポーター養成講座

　認知症を正しく理解し、認知症の
方やご家族をあたたかい目で見守る
「応援者」として認知症サポーター養
成講座を受講しませんか。認知症の
予防方法も一緒に学びます。中部地
域包括支援センター主催。
a１０月１９日㈬午後 ２ 時～ ３ 時半（ １
時半から受け付け）b中央町地区セ
ンター第 ３・ ４ 会議室（中央町 ６ −
１ − １）c①認知症の正しい理解や
接し方②サポーターとしてできるこ
となど　※受講修了者には、「認知症
サポーターカード」を差し上げます。
e市内在住・在勤で認知症サポータ
ー養成講座を受講したことのない方
f先着２０人g無料i手話通訳が必要
な方は申し込み時にお伝えください
kl日曜日・祝日を除く ９月１５日㈭
～１０月 ７ 日㈮に電話またはoで中部
地域包括支援センター本部☎０４２・
４５１・５１２１（o０４２・４５１・５１２３）へ

市文化協会n

市n

同センターn

大人のための地球科学入門

イベントの様子

　広報 ９月 １日号 ９面に掲載しま
した「第１８回市民テニス大会（団体
戦）」の開催日の記載に誤りがあり
ました。
　正しくは「１０月１１日㈫（予備日１８
日）」です。
　おわびして訂正いたします。
l市テニス連盟・女子は岩泉☎
０４２・４７６・０８１９、男子は小野嵜☎
０４２・４７８・５８８１（夜間）

おわびと訂正

6

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  nホームページ  m電子メール

4．9．15
イベント・講座


	20220915_08
	20220915_07
	20220915_06

