
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。
１１月２０日・２３日・２７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）
歯科
１１月２０日・２３日・２７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）
１１月２０日・２７日＝滝山病院（滝山 ４− １−１８、☎０４２・４７３・３３１１）
１１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）

によるシアターの日」、１２月 １ 日㈭
が「クリスマス工作」、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k１１月２４日分
は１１月１８日㈮、
１２月 １ 日分は１１
月２５日㈮いずれ
も午後 １時半か
ら電話で
■リトミック
ae１１月２８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f各回１２組d
千葉理恵子氏h飲み物j動きやすい
服装でk１１月２１日㈪午前１０時から電
話または来館で
■スポーツで元気
ae１２月 ７ 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
k１１月２９日㈫午
後 １時半から電
話または来館で
■ベビーマッサージ
a１２月 ９ 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２９
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

集会室

■おはなし会
a１１月２２日㈫・２９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
ac１１月２４日㈭が「食事で健康にな
ろう」と「１１月のお誕生日会」、１２月
１ 日㈭が「クリスマス工作」、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k１１月２４日分が１１月１８日㈮、１２
月 １ 日分が１１月２５日㈮いずれも午後
１時半から電話で
■スマイルタイム
a１１月２５日㈮午前１０時からc「冬の
生活について」、助産師さんとの育
児相談、体重測定
e乳幼児と保護者
dひがしくるめ助
産師会k当日会場
で
■中高校生世代会議
a１１月２６日㈯午後 ５時半からc児童
館のルールや要望についての話し合
い
■パパサタ
a１１月１９日㈯午前１１時からcパパと
遊ぼうe乳幼児と保護者f１２組k当
日会場で
� （１１面へ続く）

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

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ています。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 ５ 年 １ 月３１日㈫まで（医療機関の
休診日を除く）　※効果の面からは
年内接種をお勧めしま
す。b市nでご確認く
ださい（広報 ４ 年１０月
１ 日号１１面にも掲載し
ています）　※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（ ５年 １月３１日㈫まで）。
予診票は個別に送付していませんが、
市内の実施医療機関には配布してい
るので、持参の必要はありません（近
隣市の実施医療機関で接種する場合
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〉で配布している市の予診票を必
ず持参してください）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無料（ １
人 １ 回のみ）　※今年度は都の特別
補助事業により自己負担が発生しま
せん。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
人確認証を提示または支援給付受給
証明書を提出してください。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
で接種してくださいl健康課予防係
☎０４２・４７７・００３０

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

児童室

■幼児のつどい
ac１１月２４日㈭が「更生保護女性会

け ん こ うけ ん こ う

市n

人口と世帯〈令和４年１１月１日現在〉人口116,950人（うち外国人2,389人）／前月比8増　男56,769人／前月比23減　女60,181人／前月比31増　世帯数56,131／前月比59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

4．11．15

けんこうとイベント・講座は10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 イベント・講座



（１２面から続く）
けやき児童館 
大門町２-10-５　☎042・474・6653

遊戯室

■赤ちゃん広場
a１１月１６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
ac１１月２４日㈭が「１１月生まれのお
誕生日会」と「きのこ時計作り」、１２
月 １ 日㈭が「１２月生まれのお誕生日
会とクリスマス工作」、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
k１１月２４日分は１１月１８日㈮、１２月 １
日分は１１月２５日㈮いずれも午後 １時
半から電話で
■カレンダー工作
a１１月２４日㈭から（材料が無くなり
次第終了）c「ポップアップツリー」
e小学生k当日会場で
■スポーツで元気
ae１１月２８日㈪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時半か
らが小学生以
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は当日会場で。②は１１月２１
日㈪午前 ９時から電話で
■小学生クリスマス会
a１２月１０日㈯午後 １時半～ ２時２０分、
２時半～ ３時２０分、 ３時半～ ４時２０

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４０人h参加券、
くつ袋、荷物を入れる袋k１１月２７日
㈰午前１０時から同館で参加券を配布
（電話申込不可）
■休館のお知らせ
　１１月２３日 は施設点検日のため
休館します。

子どもセンターひばり 
ひばりが丘団地８-11　☎042・464・9300

図書コーナー

■おはなしの日
a１１月１６日㈬午後 ３時４５分から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
ace１１月２４日㈭が「クリスマス工
作・１１月誕生日会」２～ ４ 歳児と保
護者、１２月 １ 日㈭が「クリスマス会
・１２月誕生日会」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
k１１月２４日分が１１月
１８日㈮、１２月 １ 日分
が１１月２５日㈮いずれも午後 １時半か
ら電話で
■ふれあい科学遊び
ae１１月２９日㈫午前１０時半～１１時が
首が据わったお子さんと保護者、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どんぐり飛行機
を作って遊びますf各回１５組d西田
ゆかり氏（子育て支援アドバイザー）
k１１月２２日㈫午前１０時から電話で
■ベビーマッサージ
a１２月 ２ 日㈮午前１０時半～１１時半e
０ 歳児と保護者f１４組d渡辺直子氏
（ベビーマッサージ協会認定講師）h

バスタオル、おむつ、授乳ケープk
１１月２５日㈮午前１０時から電話または
来館で
■小学生クリスマス会
a１２月１１日㈰午後 １時～ ２時と ３時
～ ４時の ２部制c子どもたちによる
発表などe小学生f各回５０人j１２月
１０日㈯正午～１１日
㈰午後 ５時の間は
通常利用できませ
んk１１月１９日㈯午
後 ３時半から同館
で参加券配布（電
話申込不可）

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
a１１月２５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
a１２月 ６ 日㈫・２０日㈫いずれも午前
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e
０ 歳児親子f ６ 組
h縫い針、はさみ
j材料は １セット
無料で用意k１１月
２９日㈫午前１０時か
ら電話または来所
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

■六小なかよし広場
a１１月２２日㈫午前１０時～１１時半b第
六小学校プレイルームcお子さんと
遊びながら育児の情報交換e乳幼児
親子hスリッパi徒歩か自転車で来
場をk当日会場で
■ちびっ子育児～おしゃべり広場～
a１１月２４日㈭午前１０時～１１時半b同
センター上の原地域活動室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。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 ８ 人jお子さん

の保育あり（要予約）k１１月１５日㈫午
前１０時から電話か来所で
■上の原赤ちゃん広場
ae１２月 ２ 日㈮が「はいはいの会」７
～１２カ月児、１２月１６日㈮が「ねんね
の会」０～ ６ カ月児、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f
各１０組d助産師hバスタオルj兄姉
の保育あり（先着各 ３人）k１１月２５日
㈮午前１０時から電話または同センタ
ーで

図 書 館

クリスマスおはなし会

　図書館スタッフによるクリスマス
の絵本の読み聞かせ、紙芝居や手遊
びなど季節を楽しむおはなし会を開
催します。
a１２月１７日㈯午後 ２時～ ２時半と ２
時半～ ３時の ２
回b滝山図書館
多目的室cクリ
スマスに関連し
た絵本、大型絵
本、紙芝居、手遊びなどe幼児～小
学生（保護者同伴可）f各回先着１０人
（保護者含まず）i車での来場不可k
１１月１５日㈫～１２月１５日㈭に電話また
は直接同館で（休館日を除く）l同館
☎０４２・４７１・７２１６

冬のおたのしみ会

　人形劇や手遊び、大型絵本の読み
聞かせなど、冬の特別なおはなし会
を開催します。
a１２月２１日㈬午前１１時～１１時半と午
後 ３時～ ３時半の ２回b南部地域セ
ンター ２階講習室 １・ ２cおはなし
会e乳幼児～小学生と保護者f各回
先着１２組（ １組 ３人まで）i車での来
場不可j協力は水曜おはなし会k１１
月１５日㈫～１２月２０日㈫に電話または
直接ひばりが丘図書館で（休館日を
除く）。申し込み時に午前・午後い
ずれの回に参加するか選択をl同館
☎０４２・４６３・３９９６

「魚介類を買ってください」という
電話勧誘にご注意
Ｑ．「新型コロナの影響で観光客が
減り、魚介類が売れずに困ってい
る。半額にするから買って欲しい。
以前、買ってもらった人に連絡し
ている」と電話がかかってきまし
た。何年か前に旅行先で購入した
業者だと思い注文しましたが、配
達日に留守にすることが分かった
ので、取り消したいと思い着信履
歴から電話をしても全く出ません。
連絡がつかないので困っています。
Ａ．この事例は電話勧誘なので、
クーリング・オフが適用されます。
業者の住所などが不明の場合は、
商品が届いた際に記載されている
住所をメモに取るなど記録してか

ら受け取り拒否をし、すぐにクー
リング・オフ通知を出しましょう。
また、事例とは異なり、頼んだ覚
えがない商品が一方的に送り付け
られた場合には、 ３年 ７月の法改
正により直ちに処分できるように
なりました。もちろん代金を請求
されても支払う必要はありません。
代金を支払ってしまうと、業者と
連絡が取れず代金を取り戻すこと
が非常に困難です。このような電
話があった時、不要だと思ったら
その場できっぱり断り、すぐに電
話を切りましょう。また、名前や
住所などの個人情報を知らせるこ
とは危険です。困ったなと思った
ら、できるだけ早く消費者センタ
ーに相談してください。

《消費者相談》まずは電話で相談を
●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

全編生解説プラネタリウム全編生解説プラネタリウム
「新装版・全天８８星座　光が語る天球の地図」「新装版・全天８８星座　光が語る天球の地図」
　１９２２年に現行の星座
が制定されてから今年
で１００年。東久留米市
出身のアーティスト・
大
おお

小
こ

島
じま

真
ま

木
き

氏が描いた
オリジナル星座絵とと
もに、全天８８星座の世
界をご案内します。　
※平成２９年に投影した
作品の再投影です。
a１１月１９日㈯～ ５年 １
月２９日㈰。時間は多摩六都科学館nでご確認または同館へお問い合わせ
くださいb同館サイエンスエッグeどなたでも。小学 ２年生以下は保護
者と一緒に観覧してくださいf先着２３４人g観覧付入館券（展示室・プラ
ネタリウム １ 回）１，０４０円（ ４ 歳～高校生４２０円）k当日開館時より同館イ
ンフォメーションで観覧券を販売l同館☎０４２・４６９・６１００

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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　この事業は、令和 ４ 年度文化芸術振興費補助金
を活用し、「新年行事を学ぶ子ども教室」を開催す
るものです。
a１２月２６日㈪・２７日㈫・２８日㈬いずれも午後 ２ 時～ ４ 時b創美流華道
會館（前沢 ５ − ７ −２７）c正月行事として新年花をいけ、門松作り、新
年の茶会や古典遊戯である投

とうせんきょう

扇興を全 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（花材代・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実施団体は創美流東京中央支部k１１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m（soubi＠car .ocn.ne.jp）、☎０４２・４７１・
４０２２

人権パネル展 
～日本・韓国・台湾のハンセン病～

　市では、みなさんに人権について
の理解を深めていただく機会として
人権パネル展を実施します。今回は、
日本・韓国・台湾のハンセン病につ
いてのパネル展です。
　ハンセン病についての正しい知識
・理解を深めるとともに、ハンセン
病患者・回復者の方々が隔離政策に
より精神的苦痛、身体的苦痛、社会
的被害を受けてきたか、このパネル
展を通じて私たち一人ひとりに何が
できるかをあらためて考える一助に
なれば幸いです。
a１２月 ２ 日㈮・ ３ 日㈯午前 ９ 時～午
後 ５ 時b市民プラザホール（市役所
１ 階）l生 活 文 化 課 ☎ ０４２・４７０・
７７３８

ス ポ ー ツ

わくわくボッチャ！

　東京２０２０パラリンピックで盛り上
がりを見せた「ボッチャ」が体験でき
ます。初めての方でも、お １ 人での
参加も大歓迎、ニュースポーツデー
と同時開催。 ５ 年 １ 月２８日に立川市
で開催予定の東京都市
町村ボッチャ大会の選
考を兼ねています。
a１２月１０日㈯①午前１０
時半～正午②午後 １ 時～ ３ 時半bス
ポーツセンター第 １ 体育室e①障が
いをお持ちの方②どなたでもg①無
料②参加費１００円（未就学児無料）i
マスク着用の上、運動ができる服装
で会場へj競技コートはバドミント
ンコート半面のサイズですk当日会
場でl生涯学習課☎０４２・４７０・７７８４

第１２回スポーツセンター 
ダンスフェスティバル

a ５ 年 １ 月２２日㈰午後 １ 時半～ ６ 時

半bスポーツ
センター第 １
体育室c １ 組
１２分の持ち時
間での演技e
市内および近隣市で活動する高校生
以下で構成されたダンスサークルf
１５組（応募多数の場合は市内で活動
するサークル優先。他は抽選）j詳
細は実施要項（同センターで配布中）
をご覧ください。主催は同センター
k１２月 ４ 日㈰までに直接同センター
へl同センター☎０４２・４７０・７９００

く ら し

「セルフケア」入門

　コロナ禍で変化したライフスタイ
ルで家族との関係に難しさを感じた
り、仕事や家事、子育て、介護でさ
まざまなストレスや不安を感じてい
ませんか。自分のストレスに気づき、
自分自身を大切にするための「セル
フケア」の考え方をヨガを交えて学
びます。自分をラクにしてあげまし
ょう。主催は男女平等推進センター。
a１２月１５日㈭午前１０時～正午b市役
所 ７ 階７０４会議室cゆっくり床に座
って、ヨガ、ペアワークを交えなが
ら講師の話を聞きますe身近な人と
の関係にストレスを感じている女性
の方f先着１５人d花﨑晶氏（フェミ
ニストセラピィ“なかま”所属公認心
理師）hヨガマット（バスタオル可）、
飲み物、タオルj動きやすい服装で

（スカート・ジーンズ不可）。 ２ 歳～
未就学児の保育あり（定員 ５ 人）。１１
月２８日㈪までに電話にて要予約k１１
月１５日㈫から、申し
込 み フ ォ ー ム、m

（fifty２＠city.higa 
shikurume.lg.jp）
または電話で同セン
ターへl同センター
☎０４２・４７２・００６１

文 　 化

第１５回「東部演芸館」 
～晩秋の演奏会～

　晩秋の演奏会と題した、東久留米
演奏家協会の皆さんによる楽器演奏、
歌唱のコンサートです。フルート、
ピアノ、声楽など、秋の午後の一時
を素晴らしい音色と歌声で癒されて
ください。
a１１月２７日㈰午後 ２ 時開演（ １ 時４０
分開場）b東部地域センター講習室
cフルート・ピアノ演奏、ピアノ独
奏、声楽などf先着６０人d東久留米
演奏家協会会員g５００円（前売り）i
車での来場不可j来場の際は検温、
手指の消毒、マ
スクの着用をk
１１月１５日㈫午前
９ 時から電話で
同センターへl
同 セ ン タ ー ☎
０４２・４７０・８０２０

みんなdeアート　東久留米の 
クリスマス～Smile ＆ Peace～

　市民プラザ、西部・東部の各地域
センターでは、今年は「Smi le＆
Peace」をテーマにオーナメントを
募集しています。
aツリー展示期間＝１１月下旬からb
市民プラザ屋内ひろば、各地域セン
ターロビーc昨年大好評のみんな
deアートの第二弾。今年も皆さん
のオーナメントが東久留米のクリス
マスを彩りますk募集期間＝１２月２４
日㈯まで。展示可能数に達した場合
は締め切りますl市民プラザ☎０４２
・４７０・７８１３、
西部地域センタ
ー☎０４２・４７１・
７２１０、東部地域
センター☎０４２
・４７０・８０２０

まろにえ★クリスマスコンサート

　公募により集まった出演者がクリ
スマスを盛り上げるパフォーマンス
を披露します。温かなクリスマスを
一緒に過ごしませんか。 ０ 歳から入
場可能です。
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出演者＝市内
または近郊で活動している個人、団
体、サークルの皆さんf先着５００人
g無料k１１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）へ（受付順に整理券を
配付）l同センター

「国際男性デー」関連図書展示

　１１月１９日は「国際男性デー」です。
国際男性デーは「男性・男児の健康
に目を向け、ジェンダー平等を促す」
目的で、１９９９年にトリニダード・ト
バゴで始まったとされています。海
外だけでなく、日本でも育休などの
男性の権利や男性の生きづらさをテ
ーマにイベントが開催されるなど、
近年注目されています。男女平等推
進センターと市内 ４ 図書館で、各会
場ごとにテーマを設けて関連図書展
示を開催します。
a１１月３０日㈬までb男女平等推進セ
ンター（市役所 ２ 階）、中央・滝山・
ひばりが丘・東部の各図書館c関連
図書展示と図書リスト配布（各会場
のテーマは、男女平等推進センター
が「ジェンダー」、中央図書館が「仕
事・働き方」、滝山図書館が「健康」、ひ
ばりが丘図書館が「子育て」、東部図
書館が「生き方」）
l同 セ ン タ ー ☎
０４２・４７２・００６１（平
日午前 ９ 時～午後
５ 時）

申し込み
フォーム

４年度
文化庁伝統文化親子教室事業

　川岸遺跡は、旧石器時
代・縄文時代・中近世か
らなる遺跡です。江戸時
代には二代将軍徳川秀忠
の頃、鷹

たかじょうがしら

匠頭を務めた小
お

野
の

久
く

内
ない

吉
よし

次
つぐ

の屋敷があっ
たと伝えらえる場所でも
あります。
　市では、 ３ 年度まで行
われた発掘調査の成果を
お知らせする講演会を開催します。また、講演会当日は、遺跡から出
土した土器や石器などの遺物の展示も行います。
a１２月１７日㈯午後 ２ 時～ ３ 時（ １ 時半から受け付け）bスポーツセンタ
ーe市内在住の方f１００人（応募多数の場合は抽選）d都埋蔵文化財セ
ンター調査担当職員h室内履き、外履きを入れる袋i会場の駐車場に
限りがあるため、車での来場はご遠慮くださいk１１月１６日㈬～２８日㈪
に（消印有効）、往復はがき（申し込みは １ 枚につき ２ 人まで）に住所・
氏名・年齢・電話番号を記入（返信用にも住所・氏名を
記入）の上、〒２０３−００３３、滝山 ４ − ３ −１４、東久留米市
郷土資料室宛て郵送、または申し込みフォームで申し込
みを。抽選結果は申込締切後に返信用のはがき、または
申し込みフォームに登録されたメールアドレスに通知し
ますl同資料室☎０４２・４７２・００５１

申し込み
フォーム

同遺跡発掘調査の様子

川岸遺跡講演会
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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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