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HP  市ホームページの「市報ひがしむらやま」からご覧ください。

申
必
要
事
項「
講
座
名（
検
診
名
等
）・
住
所
・
氏
名（
ふ
り
が
な
）・
電
話
番
号
」・
特
記
事
項（
詳
細
は
最
終
面
参
照
） 
※
消
せ
る
ボ
ー
ル
ペ
ン
は
使
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

子育て・授乳相談と計測

■場 いきいきプラザ２階
■申 子育て相談のみ前日までに電話又は直接子育て支援課（いきいきプラザ３階）へ

ゆりかごキャラバンぷくぷく（出張相談）

■日 ９月１７日（火）午後２時～３時
■場 のぐちちょう子育てひろばぷくぷく（野口町２－４－３６）
※車での来場はご遠慮ください。
■人 妊娠中のかた・就学前までのお子さんと保護者
■内 育児に関する相談
■講 助産師又は保健師
■持 母子健康手帳
■申 不要、直接会場へ
※子育てひろばの開催が中止になった場合、本事業も中止します。

母乳相談

■日 ９月１９日（木）午後１時３０分・午後２時・午後２時３０分・午後３時（各回３０分程度）
■場 ゆりかご相談室（いきいきプラザ３階）
■人 母乳育児をしている親子
■内 母乳に関する悩みや不安・困りごと等の相談
■講 助産師・保健師
■持 母子健康手帳、バスタオル
■申 前日までに妊産婦相談電話（1３９３－５４４５）又は直接子育て支援課へ

ＢＣＧ予防接種

■日 ９月１７日（火）午前９時３０分～１１時
■場 いきいきプラザ２階
■人 生後１歳までのお子さん（標準的な接種期間は生後５～８か月に達するまで）
■持 母子健康手帳、予診票
※予診票は生後２か月を迎える月の上旬に３～４か月児健康診査のお知らせに同
封して通知しています。お持ちでないかたはお問い合わせください。

★ごっくん離乳食・かみかみ幼児食

■場 いきいきプラザ２階　■講 管理栄養士、保健師
■持 母子健康手帳、かみかみ幼児食はお手拭き・エプロン
■申 ９月４日（水）～１８日（必着）（下段申込方法参照）
特記事項お子さんの名前、生年月日、かみかみ幼児食はアレルギーの有無（食品名）

★の学級については、参加できるのは１回のみです。

申込方法必要事項と特記事項を明記し、電子申請、往復はがき又は直接子育て支
援課（いきいきプラザ３階）へ

■問 子育て支援課

持ち物日　時対　象内　容

母子
健康手帳

９月１０日（火）
午前１０時～１１時３０分０歳～

就学前まで

子育て相談（心理相談員・管
理栄養士・保健師）

９月１０日（火）・２４日（火）
午前１０時～１１時３０分身長・体重測定

９月２４日（火）
午前１０時～１１時３０分授乳中の親子授乳に関する相談（助産師）

日　時内　容対　象プログラム

９月２４日（火）
午後１時３０分～２
時４５分（１５分前か
ら受付開始）

離乳食の始め方・進め方、
離乳食の調理方法（保護
者向け試食あり）、乳児期
の特徴と事故防止法

離乳食をこれから始め
る親子・始めたばかり
の親子（生後５～６か
月児）、先着２０組

ごっくん
離乳食

９月２６日（木）
午前１０時３０分～１１
時４５分（１５分前か
ら受付開始）

幼児期の食生活について
（お子さん向け試食あり）

１歳２か月～１歳９か
月未満のお子さんと保
護者、先着１５組

かみかみ
幼児食

外国語会話講座　受講生募集
②中国語会話講座
■人 市内在住・在勤・在学の小学生以上のかた、各クラス若干名
※４月から継続の授業に編入での参加となります。
主催東村山市日中友好協会主催

備　考日　時クラス名

■日 各クラス毎回８０分（月３回）
※子どもクラス（小・中学生）は４５分で
す。
■場 多文化共生・男女共同参画推進交流室
（本町１－１－１０）
■費 ６か月分の受講料（一般１８，０００円、小・
中学生１２，０００円）、テキスト代（実費）、
協会年会費１，０００円

月曜日　午後１時３０分から
火曜日　午後７時から入門クラス

月曜日　午後１時３０分から
火曜日　午後７時から初級クラス

月曜日　午後７時から
火曜日　午後１時３０分から中級クラス

月曜日　午後７時から
火曜日　午後１時３０分から会話クラス

月曜日　午後６時から（小学生）
火曜日　午後６時から（中学生）子どもクラス

③韓国・朝鮮語会話講座
■人 市内在住・在勤・在学の高校生以上のかた、各クラス２０名　主催東村山地球市民クラブ

備　考日　時クラス名

■日 各クラス毎週木曜日の５０分
■場 多文化共生・男女共同参画推進
交流室（本町１－１－１０）ほか
■費 １２，５００円、テキスト代（実費）、
クラブ年会費（１，０００円）

午後６時３０分から入門クラス１（初心者）
午後７時３０分から入門クラス２（基礎編）
午後８時３０分から入門クラス３（応用編）
午後６時３０分から初級クラス１（入門クラス３修了者）
午後７時３０分から初級クラス２（初級クラス１修了者）
午後８時３０分から初級クラス３（初級クラス２修了者）
午後６時３０分から中級クラス１（初級クラス３修了者）
午後７時３０分から中級クラス２（中級クラス１修了者）

　各講座とも習熟度ごとにクラスを設けてあります。
■日 ■場 ■人 ■費 下表および右表参照、各クラスとも応募者多数の場合は抽選
①～③共通
■申 往復はがきに必要事項と特記事項を明記し、９月１０日（消印有効）までに市
民相談・交流課へ
特記事項講座名、クラス名、学生又は一般、会員又は非会員の別、①は時間 
（第２希望まで）、②は曜日
※複数の言語を希望する場合は、講座ごとに申し込みが必要です。

①英会話講座
■人 市内在住・在勤・在学の高校生以上のかた、各クラス２５名（お子さん同伴の受講は不可）
主催東村山市国際友好協会

備　考日　時クラス名

■日 各クラス毎週水曜日の５５分
■場 市民センター２階
■費 １３，０００円、テキスト代（実費）、協会年会費（一般１，０００円、
学生５００円）

午後５時３０分から
午後７時３０分から英会話初級

午後６時３０分から
午後８時３０分から英会話中級

（１０～３月）　 ■問 市民相談・交流課

コ ラ ム  

消費生活 
センター 

身に覚えのない代引き商品・海外
からの小包にご注意ください！

相談受付 午前９時～正午
午後１時～４時

電話  ３ ９ ５－８ ３ ８ ３（直通）

事例１通販サイトから夫宛てに代引
きで荷物が届いた。夫が注文したの
だろうとうっかり代金を支払い受け
取ってしまったが、全く注文した覚
えのない商品だった。返品し返金し
てほしい。
事例２海外から注文した覚えのない
小包が突然届いた。受け取ってしま 
ったがどうすればよいか。
アドバイス身に覚えのない商品が届
いたら受け取らないようにしましょ
う。受け取ってしまった場合は、商
品を一旦保管しておく必要がありま
す。荷物を受け取っても売買契約は
成立していないため代金を請求され
ても支払う必要はありません。
　請求書や振込用紙が入っていた場
合には、注文していない商品を一方
的に送りつけて代金を請求するネガ

ティブオプション（送りつけ商法）
です。商品は受領した日から１４日間
（商品の引き取りを販売業者に請求
した場合は７日間）を経過すれば、
販売業者から引き渡しを求められて
も応じる必要はなく自由に処分でき
ます。「代引き」で支払ってしまった
場合は、早急に販売元や発送元に連
絡し返品・返金の交渉をしましょう。
　事例２の「海外から届いた商品」の
場合、商品内容によっては、商標権等
の「知的財産権」を侵害する商品（い 
わゆる模造品）を海外へ返品する行 
為は「権利侵害品の輸出」として関税
法上問題となる可能性があります。
安易に返送しないようにしましょう。
　身に覚えのない商品が届いた場合
には、すぐ消費生活センターにご相
談ください。

　月に約７万件のアクセスがある市
のホームページに、バナー広告を掲
載しませんか。バナー広告はスマー
トフォンからも見られます。掲載期
間に応じた割引も実施しています。
事業のＰＲに、ぜひご活用ください。
バナー広告の規格横１２０ピクセル× 
縦６０ピクセルのＧＩＦファイル、４
キロバイト以内
■申 申込書に必要事項を明記し、掲載

希望月の２か月前（下図参照）に郵送
又は直接秘書広報課（本庁舎３階）へ
申込書 �からダウンロード
 ※詳細は�をご覧ください。
バナー広告を掲載するメリット　
○何度も見ることで利用者の記憶に
残ります。
○毎月の市トップページとバナー広
告へのアクセス数をご提供します。

掲載料
１か月の掲載料割引率掲載期間
２５，０００円０％１～２か月
２３，７５０円５％３～５か月
２２，５００円１０％６～１１か月
２０，０００円２０％１２か月以上

掲載までの流れ　例）12月１日から掲載希望の場合 

10月１日 12月１日 

▼申込開始日 ▼掲載開始 

▲申込締切日（10月31日） 

11月１日 

10月 11月 12月 

申込期間は１か月間です 

■問 秘書広報課

市ホームページに掲載
するバナー広告の募集
市ホームページに掲載
するバナー広告の募集


