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　ふるさと歴史館で開催している企画
展の付随事業です。
日１１月４日土午後２時〜４時
場ふるさと歴史館（諏訪町１−６−３）
人先着６０名
費１００円（資料代）
申１０月１８日水午前９時３０分から電子申
請、電話又は直接ふるさと歴史館へ
問ふるさと歴史館（☎３９６−３８００）
 

　縄文人の主食である、くり・くるみ・
どんぐりなどの堅果類や、縄文大豆・
縄文小豆などの豆についての講義後、
八国山を歩きながら植物を観察し、縄
文人の生活や暮らしぶりを探ります。
日１１月１９日日午後１時３０分〜３時３０分
場八国山たいけんの里（野口町３−４８
−１）
人小学５年以上のかた、先着２０名
費１００円（保険料等）
 １０月１８日水午前９時３０分から電子
申請又は電話で八国山たいけんの里（☎
３９０−２１６１）へ

講講講講講講講講 座座座座座座座座 ・・・・・・・・ 公公公公公公公公講 座 ・ 公 演演演演演演演演演
講演会「東村山の神社」

考古と自然のコラボ講座
「縄文人の主食　堅果類とマメ」

申問

抑制の取り組みを推進しています。そ
の一環として、エコドライブを市民の
皆さんに行っていただくため、講習会
を行います。
日１０月２７日金午後２時〜３時
場北庁舎１階
人市内在住・在勤の自動車運転免許を
お持ちのかた、先着５０名
申１０月１６日月〜２４日火の平日午前９時
〜午後５時に電話で環境・住宅課へ
問環境・住宅課
 

　高齢者ドライバーを取り巻く課題や
現状をテーマとした地域ケア会議を開
催します。
　地域ケア会議とは、高齢になっても、
住み慣れた地域で自分らしく生活し続
けるために、そこで生活する地域住民
の皆さんと医療・介護分野の専門職が、
高齢期に起こりうる生活上の課題を一
緒に考え、より良い解決方法を検討す
る場です。
 
○１１月２日木午後１時３０分〜３時１５分
＝市民センター２階
○１１月４日土午前１０時３０分〜午後０時
１５分＝養護老人ホーム万寿園（富士見
町２−１−３）
※２日間とも同内容
申不要、直接会場へ
問高齢介護課、西部地域包括支援セン
ター（☎３９７−１０９１）
 

 

日１１月５日日午前９時３０分集合〜午後
０時３０分解散（小雨決行）
集合場所サンパルネ内「産業・観光案
内コーナー」（ワンズタワー２階）
人先着３０名
コースふるさと歴史館〜徳蔵寺板碑保
存館「元弘の板碑」〜パン店（里に八
国ブランド）〜久米川古戦場〜鎌倉古
街道〜東山道武蔵路〜東村山駅（解散）
※観光ガイドが同行し史跡等の説明を
します。
 

 １０月１７日火午前１０時から電話又は
直接「産業・観光案内コーナー」（☎
０４２−３９５−５１１０）へ（月曜日を除く）
★東村山観光情報サイト「のめっ恋ま
ち　ひがしむらやまｉｎｆｏ」からも
申し込みできます。詳細は、「まいぷれ
　ミニツアー」で検索してください。
 

　来年は戌年。木目込み風のかわいい
犬の飾りで、新年をお迎えしませんか。
日１１月４日土・１８日土・１９日日・２６日
日午前９時３０分〜１１時３０分
場とんぼ工房（秋津町４−１７−１秋水
園内）
※１１月１８日土は美住リサイクルショッ
プ「夢ハウス」（美住町２−１１−３２）で
開催します。

地域ケア会議「シニア世代・運
転免許との上手な付き合い方」

日場

体体体体体体体体体 験験験験験験験験験
市内観光ミニツアー

徳蔵寺板碑保存館
申問

とんぼ工房　月替わり木工教室
「干支飾り　戌」

人市内在住の小学生以上のかた、各日
先着４名（小学生は保護者同伴）
費５００円（材料費）
持マスク
※材料の持ち込みはできません。
※道具は貸与します。（持ち込み可）
サイズ縦２９㎝×横２０㎝×厚さ１.５㎝
 

 １０月２０日金以降の金・土・日・月
曜日、午前１０時〜午後４時に電話でと
んぼサポーター２（☎０８０−５６４９−３８４４）
へ（祝日を除く）
 

　布の絵本は、障害のあるお子さんが
楽しみながら手指の機能訓練ができる
ように、布で作られた絵本や遊具です。
　布の絵本プレイルームでは布の絵本
や遊具を使って、自分のペースでゆっ
くり遊ぶことができます。ミニおはな
し会も行います。
　ボランティアがサポートしますので
兄弟一緒の参加もできます。
日１０月２１日土午前１０時〜１１時３０分
場秋津公民館（秋津町２−１７−１０）
人困り感や障害のある小学生以下のお
子さんと保護者・同行者
申不要、直接会場へ
協力布の絵本サポーターズ、乳幼児へ
の読み聞かせボランティア
問秋津図書館（☎３９１−０９３０）
 

 

　フランス国立図書館所蔵の１０００〜３００
年前に作られた貴重な地球儀や天球儀
の画像をドームに映し、歴史と魅力を
紹介します。
日１１月４日土午後５時１０分〜６時４０分
場多摩六都科学館
人小学３年生以上のかた、１２０名（小学
生は保護者と参加）
※応募者多数の場合は抽選
費大人５００円、小人２００円（入館料）
講渡辺美和子氏（株式会社渡辺教具製
作所取締役会長）
申同館ホームページ又は、はがきに必
要事項と特記事項を明記し、１０月２３日
（必着）までに同館（〒１８８−００１４西東
京市芝久保町５−１０−６４）へ
特記事項開催日・年齢（学年）
問同館（☎０４２−４６９−６１００）
 

　ふだん食べている物を振り返り、食
べ物と体について考えてみましょう。
日１０月２１日土〜１１月２６日日午前９時３０
分〜午後５時
場多摩六都科学館（西東京市芝久保町
５−１０−６４）
費大人５００円、小人２００円（入館料）
問同館（☎０４２−４６９−６１００）

場所をとらない壁掛けタイプです
申問

困り感や障がいのあるお子さん
のための布の絵本プレイルーム

多多多多多多多多摩摩摩摩摩摩摩摩六六六六六六六六都都都都都都都都科科科科科科科科学学学学学学学学多摩六都科学館館館館館館館館館
プラネタリウム講演会「地球儀
と天球儀が秘めた歴史　〜消え
たモンスター？〜」

秋の企画展「今晩なに食べる？
〜人のカラダは食べ物でできて
いる〜」

 

　妊娠中のお母さんに、絵本を楽しん
でもらう企画です。読み聞かせの心地
よさを味わってみませんか。パート
ナー、付き添いのかたも一緒にお楽し
みください。
日１１月７日火午前１０時〜１１時３０分
場中央図書館（本町１−１−１０）
人妊娠しているかた、先着１０名
内寸劇「赤ちゃんが産まれたら・・」、妊
婦さんのためのおはなし会、交流タイ
ム、助産師・保健師による出張相談
 

申１０月１７日火午前９時３０分から電話又
は直接中央図書館（☎３９４−２９００）へ
※託児はありません
共催中央図書館、東村山うちでのこづ
ち
問中央図書館
 

　市では、５月１日に「ＣＯＯＬ　ＣＨＯ
ＩＣＥ（賢い選択）」に賛同し、ＣＯ２排出

おなかの赤ちゃんと楽しむ
「マタニティ絵本タイム」

産まれたら読んであげてね

エコドライブ講習会

イベント

事例１旅行予約サイトで半年先の航
空券を予約した。翌日キャンセルを
申し出ると「代金の５０％の手数料が
かかる、利用規約にも書いてある。」
と言われた。半年も先のことなのに
高額の手数料がかかることに納得で
きない。
事例２予約画面は日本語で表示され
ていたのに、後で確認すると日本語
で問い合わせできる窓口が無いこと
がわかった。
アドバイス最近、パソコンやスマー
トフォンなどからウェブサイト（旅
行予約サイト）を利用して、航空券
や宿泊施設を予約したり、パッケー
ジツアーを申し込んだりする人が増
えています。手軽で便利な反面、店
舗窓口での予約と異なり、消費者自
身が予約内容や解約料等の契約条件

についてよく確認しておかないと、
思いがけなく高額な解約料を請求さ
れるなどのトラブルになる場合があ
ります。
　国内の旅行業者が運営する旅行予
約サイトの場合は、旅行業登録の有
無を確認しましょう。登録を受けて
いるかどうかはウェブサイト上など
に記載された登録番号で確認するこ
とができます。登録を受けた事業者
は日本の法令（旅行業法など）に基
づいて取り引きすることが義務付け
られています。一方、海外の旅行業
者が運営する旅行サイトは旅行業登
録の無い場合がほとんどです。トラ
ブルが生じた際に、日本語対応窓口
が無い、時差があって連絡が取りづ
らいなど解決が困難になる可能性が
あり注意が必要です。

旅行予約サイト利用時
のチェックポイント

コラム
消費生活
センター

相談受付　午前９時〜正午
　　　　　午後１時〜４時
電話　395−8383（直通）

場多磨全生園（青葉町４−１−１０）　  下表参照
　地域の緑のオアシス多磨全生園で、展示会や園内の歴史をたどるウォーク
ラリーなど、さまざまなイベントを実施します。模擬店も出店しますので、
ご家族やお友達と一緒にぜひお越しください。
※駐車場はありません。車での来場はご遠慮ください。

日内

合 同 開 催
第44回全生園まつり
主催多磨全生園入所者自治会
問多磨全生園（☎３９５−１１０１）

共催東村山市緑を守る市民協議会、多磨
全生園入所者自治会、東村山市
問みどりと公園課

−未来に残そう全生の杜−
第25回東村山秋の緑の祭典

場所秋の緑の祭典全生園まつり時間日程

全生園「コミュニ
ティセンター」

文芸作品、「人権の森絵画
展」入選作品などの展示
※３日祝は午後３時まで

午前１０時〜
午後４時

１１月１日水〜
１１月３日祝

中央通り福祉サー
ビス棟前「おまつ
り広場」
※式典と表彰式は
「中央集会所」で
行います。

第１部＝式典
第２部＝ミニＳＬ、
緑のウォークラリー
等
※雨天時は、第１部
（式典）のみ開催し
ます。

○イベント（阿波踊り、
演奏会など）、模擬店、
福引き
○「人権の森絵画展」の
表彰式
※「秋の緑の祭典」式典
終了後から開催します。

午前１０時〜
午後２時３０分

１１月３日祝

福祉会館多磨全生園附属看護学校
による学校祭「楓祭」

午前１０時〜
午後３時


