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　東村山市、東大和市、清瀬市、武蔵
村山市の４市で構成する空堀川水環境
確保対策会では、環境問題について関
心を深めることを目的に、「親と子の環
境教室」を開催します。
日７月２７日金午前８時（集合）〜午後
５時（解散予定）
集合場所市民センター駐車場
場埼玉県立川の博物館（埼玉県寄居町）
人市内在住の小学生とその保護者、先
着２５名
費２４０円（博物館入館料、小学生は無料）
※その他一部有料施設あり
持昼食、飲み物、着替え（水に濡れる
施設があるため）
申７月３日火午前９時〜１０日火午後５
時に電話で環境・住宅課へ
問環境・住宅課
 

　ＪＡＸＡ調布航空宇宙センター、神
代植物公園と大多摩ハム工場を見学し
ます。航空宇宙開発の歴史や製品がで
きるまでの仕組み、自然の生態系を親
子で学びませんか。
日８月２日木午前９時１５分（集合）〜
午後５時１５分（解散予定）
集合場所市民センター駐車場
人小学生とその保護者（応募は２人１
組）、１５組
※応募者多数の場合は抽選
費５００円（植物公園入園料、小学生は無
料）
持昼食、小学生のみ上履き（現地に食
堂あり、自己負担）
申電子申請又は往復はがきに必要事項
と特記事項を明記し、７月１８日（必着）
までに市民相談・交流課へ
特記事項お子さんの名前（ふりがな）・
年齢・性別・食物アレルギーの有無と
その食品名
※施設の都合により、見学場所を変更
することがあります。
問市民相談・交流課
 

　ゴーヤ等のつる性植物を窓辺にはわ
せたグリーンカーテンを作り、涼しい
夏を過ごしませんか。今夏、ご自宅や

募募募募募募募募募 集集集集集集集集集
バスで行く「親と子の環境教室」
参加者募集

消費生活親子バス見学会
「工場と植物公園見学」

グリーンカーテンコンテスト
参加者募集

事業所等に作ったグリーンカーテンの
写真を撮ってご応募ください。
人平成３０年度夏季において、つる性植
物によるグリーンカーテンを設置した
かた
部門個人部門（市内の自らが居住する
住宅に設置）、団体部門（市内の事業所、
学校、施設等に設置）
応募用紙配布場所環境・住宅課、情報
コーナー（本庁舎１階）、各公民館、各
図書館、各ふれあいセンター、 
※施設により開設日時が異なります。
審査書類・写真審査
発表入賞者に個別に通知
※応募作品の使用権は市に帰属します。
市ホームページや市の刊行物等への掲
載や、公共施設への展示等に活用しま
す。
※応募作品は返却しません。
申所定の応募用紙に必要事項を明記し、
カラー写真又は画像データ（２枚以内）
を添えて、７月９日月〜９月１４日（必
着）に直接、郵送又は電子メールで環
境・住宅課（本庁舎４階、kankyojutaku 
@m01.city.higashimurayama.to 
kyo.jp）へ
 

問環境・住宅課
 

　１１月１０日土・１１日日に開催予定の
「市民産業まつり」に参加を希望する
文化・福祉団体を募集します。
人市内で活動し、市民産業まつりの趣
旨に賛同する団体
※応募者多数の場合は抽選
出展料１区画６,０００円
 ７月９日月までに、直接市民産業
まつり実行委員会事務局（北庁舎１階
産業振興課内）へ
 

 

八坂神社例大祭
　正福寺と八坂神社の間を往復約１０㎞
に渡り、大太鼓を先頭に勇壮な神輿、

HP

平成２９年度個人部門最優秀賞

第５７回市民産業まつり
「文化・福祉団体」の参加募集

申問

ままままままままつつつつつつつつりりりりりりりり・・・・・・・・募募募募募募募募まつり・募集集集集集集集集集
近くで楽しもう
夏の地元のお祭り

山車、お囃子が練り歩きます。
日７月１４日土・１５日日
※１５日は式典を午前９時３０分から開催
します。
場栄町３−３５−１
コース
１日目正福寺（午
後１時出発）〜東
村山駅西口〜八坂
神社（午後７時到
着予定）
２日目八坂神社（午後１時３０分出発）
〜府中街道〜東村山駅東口〜正福寺（午
後８時到着予定）
野際神社の夏祭り
　お囃子を乗せた山車と大太鼓が２日
間かけて久米川町内を練り歩きます。
日７月１４日土・１５日日午後１時〜５時
場久米川町３−３５−１
コース熊野神社〜野際神社（往復）
問総務課
 

 

　プール内は、競泳用、遊泳用、幼児
用の３種類に分かれていて、どなたで
も楽しめる施設です。
※小学３年生以下は、１８歳以上のかた
の付き添いが必要です。なお、付き添
い１名につき、２名まで入場できます。
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運動公園プールオープン

日７月１４日土〜８月３１日金
※８月３日金は清掃のため休園
場運動公園（恩多町１−５１−１）
※車以外での来場にご協力ください。
費
○最初の２時間＝一般３００円、中学生以
下７０円
○超過料金（１時間ごと）＝一般１５０
円、中学生以下４０円
○ロッカー＝１０円
無料開放
日８月６日月・７日火
人中学生以下のかた
※利用時間が２時間を超えた場合は、
超過料金がかかります。
問スポーツセンター（☎３９３−９２８５）
 

　７月６日金の開会式をスタートに市
内公立・私立中学校の生徒によるスポー
ツ大会を開催します。
　スポーツに全力で取り組む中学生に、
皆さんのご声援をお願いします。
場スポーツセンター（久米川町３−３０
−５）ほか
内硬式テニス・サッカー・柔道・ソフ
トテニス・ソフトボール・卓球・バス
ケットボール・バドミントン・バレー
ボール・野球・陸上競技
※詳細は をご覧ください。
問指導室

第３９回中学校スポーツ大会
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7月 の 児 童 館
北山児童館　☎３９７－１１５３秋津児童館　☎３９７－１１５０

１４日土・２８日土午前１０時〜
１１時４５分将棋教室１０日火午後３時３０分〜４時

３０分おりがみ教室

２３日月午後３時〜４時小学生おりがみ
教室２６日木午前１１時〜１１時３０分おはなし会

本町児童館　☎３９７－１１５４栄町児童館　☎３９７－１１５１

４日水午後１時〜３時（午
後２時受付終了）

おもちゃの病院
２日月午前１０時３０分〜正午らくちんおんぶ

をやってみよう

１８日水午前１０時〜午後２時
（午後１時受付終了）９日月午前１１時〜１１時３０分おはなし会

１２日木午前１１時〜１１時３０分絵本ひろば富士見児童館　☎３９７－１１５２

１８日水午前１１時〜１１時４５分赤ちゃんとママの
おしゃべりひろば

９日月午後１時３０分〜２時
３０分おもちゃの病院

※詳しくは各館に設置のおたより、又はホーム
ページ（市ホームページの「子育て・教育」
→「児童館・児童クラブ」→「各児童館」へ
アクセス）をご覧ください。

１０日火午前１１時〜１１時３０分幼児おはなし会

１４日土・２８日土午前９時３０
分〜正午子ども囲碁教室

　７月１日日の１３町スローピッチソ
フトボール大会を皮切りに、２月の
テニスバット大会まで、市民体育大
会を開催します。多くの皆さんのご
参加と熱い声援をお願いします。 

人市内在住・在勤・在学のかた
※各競技の開催日程や時間等詳細は
お問い合わせください。
共催東村山市、東村山市教育委員会、
公益社団法人東村山市体育協会
問同体育協会（☎３９７−１２１２）

会場開催日競技名
運動公園グラウンドほか７月１日日ほか１３町スローピッチソフトボール大会
運動公園グラウンド８月２６日日ほか軟式野球
市内小学校校庭８月２６日日ほか少年サッカー
スポーツセンター８月２６日日水泳
運動公園グラウンドほか９月１日土ほか少年軟式野球
運動公園庭球場９月２日日ほかテニス
スポーツセンター９月９日日ほかバレーボール
スポーツセンター９月９日日合気道
運動公園グラウンドほか９月１６日日ほかソフトボール
スポーツセンター９月１６日日卓球
群馬県安中射撃場（群馬県安中市）９月２２日土クレー射撃
運動公園庭球場９月２３日日ソフトテニス
府中へら鮒センター（府中市）９月２３日日釣り
スポーツセンター９月２３日日ダンススポーツ
西武園ゴルフ倶楽部（埼玉県所沢市）９月２６日水ゴルフ
東村山ゲートボール場公園１０月６日土ゲートボール
スポーツセンター１０月８日祝ほかバドミントン
スポーツセンター１０月１３日土スポーツ吹矢
スポーツセンター１０月１４日日弓道
スポーツセンター１０月１４日日剣道
運動公園グラウンド１０月１７日水ターゲットバードゴルフ
スポーツセンター１０月２０日土太極拳
スポーツセンター１０月２０日土なぎなた
市内中学校校庭１０月２１日日ほかサッカー
スポーツセンター１０月２１日日柔道
運動公園グラウンド１０月２７日土ティーボール
スポーツセンター１０月２８日日少林寺拳法
スポーツセンター１０月２８日日躰道
スポーツセンター１０月２８日日空手道
運動公園グラウンド１０月２８日日陸上競技
神奈川県伊勢原射撃場（神奈川県伊勢原市）１０月２８日日ライフル射撃
天王森公園１１月４日日野外活動
スポーツセンター１１月２３日祝ほかビーチボール
運動公園グラウンド１１月２５日日グラウンドゴルフ
スポーツセンター１１月２５日日ユニカール
スポーツセンター１２月９日日ほかバスケットボール
市内小学校校庭１月予定少年サッカー学童大会
スポーツセンターほか２月３日日ほかミニバスケットボール
菅平高原カモシカコース（長野県上田市）２月３日日スキー
スポーツセンター２月３日日テニスバット

※開催案内は市内小中学校・公共施設などに掲示します。

東村山市民体育大会の開東村山市民体育大会の開催催第55回


