
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。
１０月１６日・３０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）
１０月２３日＝石橋クリニック（東本町 ８− ９、☎０４２・４７７・55６６）
歯科
１０月１６日・２３日・３０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）
１０月１６日・３０日＝滝山病院（滝山 ４− １−１８、☎０４２・４７３・３３１１）
１０月２３日＝前田病院（中央町 5−１３−３４、☎０４２・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、☎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）

を感じ、心身ともに働きが弱くなっ
てきた状態のことです。そのままで
は、やがて手助けや介護が必要にな
る可能性があります。
　健康で元気な１００歳を目指してい
ただくため、明治薬科大学の石井文
由教授を講師に迎え、「フレイル」と
は何か、そして「フレイル」の予防と
改善についてお話していただきます。
講演に続いて、タオルを使った「フ
レイル」を予防する非常に簡単な体
操指導があります。
　主催はくるねっと・東久留米市。
協力は多摩六都科学館。
a１１月１２日㈯午後 １時半〜 ３時半b
市民プラザホール（市役所 １階）f先
着5０人d石井文由氏（明治薬科大学
セルフメディケーション学研究室寄
付講座教授）g無料hタオル、飲み
物j動きやすい服装でkl１０月１７日
㈪午前 ９時から電話で、くるねっと
・石井（担当）☎０９０・5４０３・７１７８ま
たは市生活文化課☎０４２・４７０・７７３８
へ

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

■利用時間について
　１０月３０日㈰の午後 １時〜 ４時半は
小学生行事のため、利用できない部
屋があります。
■幼児のつどい
a１０月２７日㈭午前１０時半からと１１時
5 分からの ２ 部制c「ハッピーハロ
ウィン」e １ 〜 ４ 歳児と保護者f各
部１２組k１０月２１日㈮午後 １時半から
電話で

■ベビーヨガ
a２８日㈮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 ９カ月までの乳児f各部 ４組d崎
田千佳子氏hバスタオル、飲み物j
動きやすい服装でi予防接種を受け
て７２時間以内の乳児はご遠慮くださ
いk１０月１７日㈪午前１０時から電話ま
たは来館で
■スポーツで元気
ae１１月 ２ 日㈬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、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
k１０月２5日㈫午後 １時半から電話ま
たは来館で

■ベビーマッサージ
a１１月１１日㈮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 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、
飲み物j動きやすい服装でk１１月 １
日㈫午前１０時から電話または来館で

中央児童館 
中央町１-1０-１1　☎042・476・2161

■おはなし会
a１０月１８日㈫・２5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
■中高校生世代卓球大会
a２２日㈯午後 5時半からk当日開始
時刻までに来館で
� （ 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、
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l同
係☎０４２・４７７・００３０

食事・健康相談

　働く世代の生活習慣病や、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 ４ 日㈮午後 １時半〜 ４時１5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☎
０４２・４７７・００２２へ

第１４回くるねっと特別講演会 
「フレイル（虚弱）予防で　目指そう
健康で元気な１００歳」

　最近、よく耳にする「フレイル」と
いう言葉。「フレイル」とは、年齢を
重ねると徐々に生命を維持するさま
ざまな機能が衰え、体の不調や老化

イベント・講座

　想い出の詰まった実家や自宅が空き家になることを防ぐためには、
本人や家族間で事前に、今後の管理・活用について話し合い、具体的
な準備をすることが重要です。また、空き家になった際には、適切に
管理をするため、近所の方と連絡先を交
換することも効果的な方法です。
　市では、相続や建物の管理などについ
て専門的なアドバイスや相談ができる窓
口を設置しています。自身や家族の住ま
いに関して悩みを抱えている方は、まず
は市へご相談ください。
　※市nでは、空き家に関す
る情報や、家財・遺品整理な
どの情報も掲載しています。
l�環境政策課☎０４２・４７０・
７７5３

空き家になる前の備え
空き家になってからの管理・活用など準備しましょう

詳しくは
市ホームページへ

東久留米市からのお知らせ

東久留米市地域資源PRキャラクター

詳しくは 東久留米市環境安全部環境政策課 ☎ 042-470-7753

１．家を引き継ぐ人・管理する人を決める

２．家の「今後」を決める（使用・売却・賃貸・解体など）

３．ご近所や自治会等と連絡先を交換する

家族やご近所が困らないようにするための３つのこと

相談できる窓口があります
東久留米市では専門的なアドバイス無料で相談できる、相談窓口を設置しています

まずは、市環境政策課（☎ 042-470-7753）へ相談！

空き家を危険な状態で放置すると…

固定資産税等の額が
大幅（約４倍）に上昇します

空き家の管理不全が原因となり…

近隣住⺠などがケガをする
恐れがあります

空き家に関する制度
・空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
相続された空き家を約3年以内に売却

した場合、その譲渡所得を控除する制度。
利用には条件があります。（国土交通省）
・東京都ワンストップ相談窓口
東京都では空き家の利活用等について

無料のワンストップ窓口を設置しています

空き家の片づけ情報
・ごみの出し方
引越しや遺品整理等に伴い、家庭から一時的に

多量に出る「ごみ」は、ホームページ等を参考に
処理してください。

（ごみ対策課☎ 042-473-2117）
東久留米 遺品 ごみ

住まいの未来を考える「空き家対策」

市n

人口と世帯〈令和4年10月１日現在〉人口116,942人（うち外国人2,346人）／前月比76増　男56,792人／前月比53増　女60,150人／前月比23増　世帯数56,072／前月比81増
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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

4．10．15

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



　この事業は令和 4年度文化芸術振興費補助金を活用
し、伝統文化親子教室事業として「日本の祭行事を学
び体験する教室」を開催するものです。
a11月13日㈰・20日㈰・27日㈰午後 3 時～ 5 時b創美流華道會館（前
沢 5 − 7 −27）c秋祭りの行事にちなんで秋の花をいけ、節句行事の
茶会や祭り行事に用いる雅楽を全 3日で体験しますe小学生～高校生
f先着10人g参加費2，000円（花代・茶菓代の実費として）hエプロン、
筆記用具、ハンカチ、ふきん、新聞紙（花を包むものとして）、白い靴
下、腰紐またはベルトj実施団体は伝統文化体験ひがしくるめ会k10
月15日㈯から、o（042・471・1616）またはm（soubi＠car .ocn.
ne.jp）に教室名・住所・参加者氏名・電話番号・学校名・学年・生年
月日（和暦）を記入の上、
東久留米市文化芸術創
造のまち実行委員会宛
て送付をl創美流華道
會館・渡邊☎042・471
・4022、m（soub i@
car.ocn.ne.jp）

4年度文化庁伝統文化親子教室事業

（ 8面から続く）
■幼児のつどい
a10月27日㈭午前10時半からと11時
5 分からの 2部制cハロウィンe 1
～ 4 歳児と保護者f各部12組k10月
21日㈮午後 1時半から電話で
■リラクゼーションヨガ
a28日㈮午前10時40分～11時20分c
子ども連れで参加できるヨガe乳幼
児と保護者f先着10組daki氏h長
めのタオル、飲み物i妊娠初期の方
はご遠慮くださいj足先の出る動き
やすい服装でk10月21日㈮午前10時
から電話または来館で
■子ども会議
a30日㈰午後 3時からc児童館のル
ールや要望などについて話し合いを
しますe小学生

けやき児童館 
大門町2-10-5　☎042・474・6653

■おはなしの日
a10月18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
a19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
■ベビーマッサージ
a26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）k10月19日㈬
午前 9時から電話または来館で
■幼児のつどい
a27日㈭午前10時から、10時40分か
ら、11時20分からの 3部制c10月生
まれのお誕生日会とハロウィンごっ
こe 1 ～ 4 歳児と保護者f各部15組
k10月21日㈮午後 1時半から電話で
■リラクゼーションヨガ
a11月 6 日㈰午前10時半～11時c子
ども連れで参加できるヨガe乳幼児
と保護者f先着10組daki氏h長め
のタオル、飲み物i妊娠初期の方は
ご遠慮くださいj足先の出る動きや
すい服装でk10月23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

■防災教育の日
a10月16日㈰午後 3時半からc地震、
火災を想定した訓練e利用者全員k
当日会場で
■おはなしの日
a19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
a27日㈭午前10時半からと11時10分
からの 2部制cリズム遊びと10月誕
生会e 1 歳児と保護者f各部15組
k10月21日㈮午後 1時半から電話で
■カプラの日
a28日㈮午後 3時半からe小学生k
当日会場で

■親子でふれあいリトミック
ae11月 8 日㈫午前10時半～11時が
首が据わった乳児と保護者、午前11
時15分～11時45分が歩き始めている
未就園児と保護者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k11月 1 日㈫午前10
時から電話または来館で

子 育 て

つながろう！ふたごちゃん親子
「さくらんぼの会」

a①11月 5 日㈯②17日㈭いずれも午
前10時～11時半b①子ども家庭支援
センター②地域子ども家庭支援セン
ター上の原c多胎児親子の交流、相
談、講師のお話、情報交換、触れ合
い遊びなどe市内在住で、多胎児の
1・ 2歳児親子f各 8組d田端久美
子氏（看護師・育児セラピスト）g無
料h保育に必要なものj対象者には
郵送で個別にご案内します。 3歳未
満は移動経費補助の対象事業になり
ますk10月20日㈭午前10時から、①
は子ども家庭支援センター（☎042・
471・0910）、②は地域子ども家庭支
援センター上の原（☎042・420・
9011）へ電話または来所で

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
a10月21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
児相談も受けますe乳幼児親子j徒
歩か自転車で来場をk当日会場で
■わくわくおはなし広場
a24日㈪午前11時～11時半b同セン
ター地域活動室c乳幼児向けの絵本
の読み聞かせ、ペープサート・手遊び
や親子の触れ合い遊びe 0 歳～未就
学児と保護者f 6 組k10月17日㈪午
前10時から電話または同センターで
■わくわく赤ちゃん広場
ae11月 9 日㈬が「ねんねの会」0～
6 カ月児と保護者、30日㈬「はいは
いの会」7～12カ月児と保護者、い
ずれも午前10時～11時半b同センタ
ー地域活動室c触れ合い遊び、体重

測定、情報交換f各 6組d助産師h
バスタオルj兄姉の保育あり。先着
3人（要予約）k10月27日㈭午前10時
から電話または同センターで
■手作り布おもちゃの会
ae11月 1 日㈫・15日㈫いずれも午
前10時～11時半b同センター地域活
動室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 歳児と保護者f各 6組
h縫い針、はさみk10月25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

■上の原赤ちゃん広場
a①11月 4 日㈮「はいはいの会」②18
日㈮「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 7～12カ月児と保護者② 0
～ 6カ月児と保護者f各 6組d①栄
養士②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）k10
月28日㈮午前10時から電話または同
センター上の原で

文 　 化

大人のための健康リトミック

　音楽に合わせてとっさに反応する
力や正しい呼吸法、脳トレなど、人
間が本来持っている感覚を楽しみな
がら目覚めさせるレッスンです。歌
って踊って気軽に老化防止にチャレ
ンジしましょう。
a10月26日㈬午前10時からb東部地
域センター講習室c▼即時反応＝さ
まざまな音楽に合わせとっさに反応
する力を養います▼脳トレ＝指先を
動かしたりダンスの振り付けを覚え
ることで脳を活性化します▼呼吸法
＝正しい姿勢で腹式呼吸を意識し発
声練習した上で楽しくコーラスをし
ますf先着25人d林あつ子氏（リト
ミックサークルまめちゃんズ代表）
g500円h飲み物、タオル、動きや
すい服装・靴i事前に検温、手指の
消毒、マスクの着用をj車での来館
不可k10月15日㈯午前 9時から電話
（☎042・470・8020）で同センターへ
l同センター

歯科医師会歯科医師会歯科医師会歯科医師会 ムラコ

　加齢とともに歯が伸びたようで
すが…と心配する患者さんは少な
くありません。それは歯が伸びた
のではなく歯ぐきが下がった結果、
歯の根の一部が見えたことによる
ものです。歯ぐきが下がる状態は、
30代から増え始め、40代で 8割、
60代で100％の方に認められます。
歯の表面は人体で一番硬い滑沢な
エナメル質でおおわれてますが、
根の表面にはエナメル質は存在せ
ず粗造なため、歯ぐきの下がった
歯の付け根は汚れ（歯垢）が停滞し
やすく、むし歯・歯周病が発症し
やすくなります。このことから、
「歯の根むし歯」を放置すると複数
の歯がむし歯となり歯を失うこと
につながり、全身の病気に関連す
る歯周病を引き起こす原因にもな
るので、健康に重大な影響をおよ
ぼす点からも注意が必要です。
　予防としては磨き残しをいかに
少なくするか、汚れを停滞させな
いかです。 1日何回磨いている、
ではなく「磨けているか」なのです。
大切なのは、磨けている、磨き残
しのない状態をご自身で知ること
であり、歯の間にモノが挟まって
いて歯垢の磨き残しがあると「気
持ちが悪い」という感覚を持つこ
とです。
　歯ブラシは力を入れてゴシゴシ

磨くと歯ぐきを傷つけ歯ぐきが下
がる原因になるので、軽く当てて
小さく動かすだけの方が効率よく
汚れは取れます。また高齢者の方
には音波歯ブラシがお勧めです。
力を入れずに毛先を付け根に軽く
当てるだけできれいになります。
さらに高濃度フッ素配合の歯磨き
粉は歯の表面を保護する効果が高
まるので有効です。他に、歯間ブ
ラシやデンタルフロスを用いて歯
の間をきれいにするのも効果的で
す。
　「歯の根むし歯」の原因となる下
がってしまった歯ぐきを、もとに
戻す方法はありません。下がり始
めたと気づいたときからケアをす
ることが大切です。前記の予防法
について正しくできているか確認
をする意味でも、年に 1回は歯科
検診を受けることをお勧めします。
歯垢、歯石を取り除くとともに自
分に合った正しい口腔ケアのアド
バイスを受けてください。 9月よ
り歯科医師会会員の医院にて市の
成人歯科検診が始まりました。案
内が届いた該当年齢の方はこの機
会に受診されることをお勧めしま
す。歯科医療現場での感染症拡大
の報告はありません。どうか安心
して受診してください。
� （東久留米市歯科医師会）

「歯の根むし歯（根面う蝕）」に注意！

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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第 １ 回　みんなの交流祭

　「ここから、はじまる。みんな、
つながる。」センターまつりに代わる
新しいイベントがこの秋スタート。
a１０月２２日㈯・２３日㈰b南部地域セ
ンターc同センターで活動されてい
る皆さんの成果発表の場です。展示
・音楽・ダンス・芸能・南中学校お
茶席・自由学園合唱・フリーマーケ
ットなどお楽しみくださいg無料i
車での来場不可。来場の際は検温、
手指消毒、マスク着用でl同センタ
ー☎０４２・４５１・２０２１

プレパパ＆プレママ向け講座 
「チームわが家で考える育休取得」

　１０月に新設された「産後パパ育休」
（出生時育児休業）など、男性の育児
休業を後押しする制度が相次いで導
入されています。育休は、パパにと
ってもチーム育児の第一歩を踏み出
し、家族の信頼関係を深める絶好の
チャンスです。制度を知り、夫婦の
ニーズに沿った育休取得計画を考え
てみませんか。おひとりでの参加も
歓迎です。主催は男女平等推進セン
ター。
a１１月１９日㈯午前１０時～正午b市役
所 ７ 階７０４会議室c制度説明の他、
ワークとグループ共有でそれぞれの
家庭にあった育休を考えますeはじ
めて出産を迎えるお母さんとお父さ
ん（妊娠期以外の方、すでにお子さ
んがいる方も可）f先着１５組d林田
香織氏（wonderLife代表）g無料j
２ 歳～未就学児の保育あり。定員 ５
人。１１月 ７ 日㈪までに電話で要予約
k１０月１７日㈪から、専用申し込みフ
ォーム、m（fifty ２ ＠city.higashiku	
rume.lg.jp）または電
話（☎０４２・４７２・００６１）
で同センター（市役所
２階、平日午前 ９時～
午後 ５ 時）へl同セン
ター

三原色粘土でクリスマスケーキを
つくろう

　午前は親子向け、午後はおひとり
で参加できる講座です。
aef１１月２７日㈰▼午前１０時半～正
午が ５歳児～小学 ２年生と保護者、

先着１０組（２０人）▼午後 ２時～ ３時半
が小学 ３年生以上、先着１２人b生涯
学習センター創作室c赤・青・黄色
の三原色の粘土を使って、クリスマ
スケーキを作りますd手島まゆ子氏
（アートワークショップ講師）g８００
円（材料費込み）hエプロン、持ち帰
り用の袋i汚れても良い服装で参加
をj制作数は午前は １組当たり ３つ、
午後は １人当たり ２つk１０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	

ス ポ ー ツ

市民オープンソフトテニス大会

　初心者から上級者まで楽しめる団
体戦です。市ソフトテニス連盟主催。
a１１月 ３ 日 午前 ８時半受け付け
（予備日１１月２７日）b市立テニスコー
トg １ 人５００円i １ 人単位での申し
込みをkl１０月２２日㈯までに電話で
同連盟・井部☎０４２・４７５・８２７９へ

出前ニュースポーツデー

　誰でもすぐにできるニュースポー
ツが体験できます。今回は、ボッチ
ャとラージボール卓球をお楽しみい
ただけます。
a１１月 ５ 日㈯午前１０時～午後 ４時b
わくわく健康プラザ体育館g１００円
（未就学児無料）h室内履き（運動が
できる靴）、飲み物、タオルjマス
ク着用の上、運動ができる服装でk
当日会場でl生涯学習課☎０４２・４７０
・７７８４

秋のウォーキング 
「湧水測定体験と名水百選めぐり」

　市の湧水について、座学とウォー
キングを開催します。東久留米の豊
な水資源について、皆さんも見て、
聞いて、触れてみませんか。
　主催は市市民環境会議水とみどり
部会、協力は市環境政策課。
abc１１月１８日㈮午前 ９ 時～正午
（予定）▼座学＝午前 ９ 時から（市役
所 ７ 階７０１会議室）▼ウォーキング
（全コース約 ３ km）＝午前１０時～正
午（解散予定）（ルートは、市役所か
ら落合川いこいの水辺、南沢湧水地、

竹林公園、市役所の順〈市役所解散〉）
f先着１５人g無料hマスクi一部、
水辺や崖線を歩くので、汚れてもよ
い服装で参加を。雨天時は内容が一
部変更になる場合ありk１０月１８日㈫
午前 ８時半～２８日㈮午後 ５時１５分ま
でに、参加者全員の住所・氏名・年
齢・電話番号を環境政策課へ電話（☎
０４２・４７０・７７５３）、m（kankyoseisaku
＠city.higashikurume.lg.jp）または
o（０４２・４７０・７８０９）で連絡をl同課

く ら し

はじめてのスマホ講座

　今さら聞けない、そろそろスマー
トフォンにしたい、スマホを持って
るけどよく分からないと思っている
方、実際にスマホを触って解決しま
しょう。
a１１月 ７ 日㈪①午前１０時～正午②午
後 ２時～ ４時、１４日㈪③午前１０時～
正午④午後 ２時～ ４時b①・②生涯
学習センター集会学習室 ３、③・④
同センター集会学習室 １・ ２cスマ
ホの基本操作から日常よく使う機能
までわかりやすく学べる講座です。
講座ではスマホを １人 １台お貸しし
ますe６０歳以上のスマホ初心者、ス
マホをお持ちでない方f①・②各回
１２人③・④各回２０人（いずれも応募
多数の場合は抽選）dスマートフォ
ンアドバイザーg
無料k１０月２２日㈯
までに（消印有効）、
１人 １枚の往復は
がきに「はじめて
のスマホ講座」・
希望日時（第 １ 希
望・第 ２ 希望）・

郵便番号・住所・氏名・年齢・電話
番号（返信用にも住所・氏名）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を
　※同センターnからも申し込みで
きます。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）

ママの笑顔のための 
ライフキャリア講座

　保育付き家庭教育講座。自分らし
く子育てをしながら、今とこれから
の自分のキャリアを楽しく充実させ
る方法をワーク形式で学びます。キ
ャリアとは仕事・家庭・地域との関
わり、趣味など日々の生活や社会的
活動における多様な役割を含めたそ
の人の「生き方」全体を表す言葉です。
　主催は市教育委員会、主管は市文
化協会。
a全 ３回。１１月１４日㈪・２１日㈪、１２
月 ５ 日㈪いずれも午前１０時～正午b
生涯学習センターc第 １ 回「自分の
強み・魅力発見ワーク」、第 ２回「好
きなものマップ・ポジティブ心理
学」、第 ３回「子どもの成長と私のキ
ャリア」e市内在住・在勤・在学で、
０歳児～中学生を子育て中の方f１６
人（応募多数の場合は抽選）d中田暁
子氏（キャリアコンサルタント）g無
料h筆記用具、飲み物j １ 歳半～未
就学児の保育あり（定員１０人。要予
約）k１０月１７日㈪～１１月 １ 日㈫に、
市文化協会nの専用申し込みフォー
ム、電話、oのいずれかで同協会へ
（電話の場合は第 ４ 月曜日を除く平
日の午前 ９時～午後 ５時、o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・年齢〉を
記入の上、送信を）l
同協会☎ ０４２・４７７・
４７００（o同）、m（office	
@h-bunnka.or.jp）

スマホに届くフィッシング詐欺メ
ールに注意！
Ｑ．使っていないカードの会社か
らスマートフォンに「あなたのご
利用かどうかを確認したいお取り
引きがございます。至急、以下の
URLへアクセスの上、カードの利
用確認にご協力をお願いします」
というSMS（電話番号を利用した
メール）が届きました。覚えがな
いのですが、どうすれば良いです
か？
Ａ．フィッシング詐欺とは、実在
する会社や団体名を騙

かた

ってアカウ
ントIDやパスワード、暗証番号、
クレジットカード番号などの個人
情報を盗み取る行為の事です。顧
客へのお知らせを装って、相談事
例のようにメールやSMSが送ら

れてきます。騙られる会社は金融
機関、大手ショッピングサイト、
配送事業者などさまざまです。メ
ールに記載されたURLにアクセス
すると、本物そっくりな偽サイト
に誘導され、「本人確認」と称して
個人情報を入力させられます。犯
人の目的は、盗み取った情報を利
用して本物のサイトで不正利用す
ることです。最近は本物か偽物か
を判別するのが難しいメールが増
えています。被害を防ぐため、メ
ールは開かない、もし開いても添
付されたURLにはアクセスしない
でください。問い合わせは事業者
からの郵便物や公式サイトに記載
された連絡先にしましょう。緊急
・至急などとせかされますが、焦
らず落ち着いて行動しましょう。
《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☎
０４２・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

やり直し理科実習　～顕微鏡を使ってみよう～
　学校を卒業すると顕微鏡を見る機会はほとんどありません。顕微鏡映
像の撮影の専門家から改めて操作方法やサンプルのつくり方を習って、
久しぶりにミクロの世界をのぞいてみませんか。
　※タマネギの細胞の観察を予定（予告なく変更になる場合があります）。
a１１月 ２ 日㈬午前１０時半～正午b多摩六都科学館
e１８歳以上f１２人dヨネ・プロダクションg入館
券５２０円i参加者以外の入室不可k１０月２１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・開催日・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 同イベントポスター

市n 市文化協会n
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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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