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　市では、多磨全生園の入所者の方々
による「人権の森」構想に賛同し、さ
まざまな支援を行っています。その一
環として行う全生園の草刈りや清掃に
協力していただけるボランティアを募
集します。
 

日１０月１２日金午後１時３０分から２時間
程度
※雨天中止の場合、午前１０時３０分ごろ
に市ホームページでお知らせします。
集合場所旧全生学園跡グラウンド（青
葉町４−１−１０）
※車での来場はご遠慮ください。
持軍手、タオル、マスク、虫よけスプ
レー等
※ほうきなどの清掃用具は全生園自治
会で用意します。
申１０月１０日水までに電子申請又は電話
で企画政策課へ
共催多磨全生園入所者自治会、東村山
市
問企画政策課
 

　各公民館で実施する市民講座の企画
から開催までを、無償でお手伝いいた
だけるボランティアのかたを募集しま
す。
日平成３１年４月～１年間
人生涯学習に興味のある市内在住・在
勤・在学の１６歳以上のかた、１５名程度
※応募者は１０月３１日水午前１０時から中
央公民館で開催する説明会に参加して
ください。

募募募募募募募募募 集集集集集集集集集
人権の森「多磨全生園」
清掃ボランティアの募集

平成３１・３２年度市民講座
ボランティア募集

応募用紙各公民館で配布又は からダ
ウンロード
申電子申請、応募用紙に必要事項と特
記事項を明記し、１０月１６日（必着）ま
でに郵送又は直接中央公民館（〒１８９−
００１４本町２−３３−２）へ
特記事項年齢・応募の動機・参加でき
る曜日と時間
問中央公民館（☎３９５−７５１１）
 

日１０月２１日日午前１０時～午後１時
※雨天中止
場秋水園
人市内在住のかた（営利目的は不可）
※応募者多数の場合は９月２７日木午前
１０時から秋水園で公開抽選
募集区画７０区画
※応募は１グル―プ１区画です。
申電子申請又ははがきに必要事項と搬
入方法（車・自転車又は徒歩）を明記
し、９月２６日（必着）までにごみ減量
推進課（〒１８９−０００１秋津町４−１７−１
秋水園内）へ
主催リサイクルフェア実行委員会
問ごみ減量推進課
 

 

　昔話から異国の不思議な大作まで１００
以上の「おはなし」を語り続けてきた「お
はなしグループ　トックのかご」による
おはなし会です。耳から聞いて想像す
る語りの魅力をお楽しみください。
日１０月１８日木午前１０時～正午（午前９
時４５分開場）
場廻田公民館
人１８歳以上のかた、先着５０名
共催おはなしグループ　トックのかご
申９月１８日火午前９時３０分から電話又
は直接廻田図書館（☎３９２−２３３４、廻田
町４−１９−１）へ
問廻田図書館
 

　筆ペンの持ち方、使い方を学び、自
分の名前などを美しく、バランスよく
書いてみましょう。
日１１月６日～２７日の毎週火曜日午後１

HP

リサイクルフェア
フリーマーケット出店者募集
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大人のためのおはなし会

市民講座「筆ペンをきれいに使
う」

イベント
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　自転車を利用するかたの交通安全意識向上のため、「スケアード・ス
トレイト方式」の自転車安全教室を開催します。
　スケアード・ストレイト方式の自転車交通安全教室とは、受講者の
目の前でスタントマンが交通事故を再現し、交通事故の衝撃や怖さを
受講者が実感するためのものです。
日１０月３日水午前１１時～
１時間程度
※雨天の場合、１０月４日
木午後１時２０分～
場東村山第五中学校校庭
（恩多町４−３８−１）
※車での来場はご遠慮く
ださい。
申不要、直接会場へ
問地域安全課

場秋津公民館（秋津町２−１７−１０）

時～３時（全４回）
場廻田公民館（廻田町４−１９−１）
人市内在住・在勤・在学のかた、２４名
※応募者多数の場合は抽選
費１,５００円（筆ペン代ほか）
講柴田世夏氏（東京書芸協会師範）
持筆記用具
託１歳～就学前の幼児、２名（要予約、
おやつ・飲み物等持参）
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、１０月２３日（必着）
までに中央公民館（〒１８９−００１４本町２
−３３−２）へ
特記事項年齢、託児希望のかたは幼児
名（ふりがな）・年齢（月齢）
問中央公民館（☎３９５−７５１１）
 

　市内の鎌倉時代や室町時代の遺跡に
ついて、写真や出土遺物などを用いて
ご紹介します。
日１０月７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）
人先着２０名
費５０円（資料代）
申９月２０日木午前９時３０分から電子申
請又は電話で八国山たいけんの里へ
問八国山たいけんの里（☎３９０−２１６１）
 

 

　設備点検等のためスポーツセンター
を休館します。
○全館＝１０月２日火
○屋内プール＝１０月１日月～３日水
※１０月２日火に運動公園および久米川
庭球場の使用料を支払うかたは、各公
民館にお越しください。
問同センター（☎３９３−９２２２）
 

　今年で、「江戸」から「東京」へと変
わって１５０年、東村山が「東京」になっ
て１２５年となります。
　東村山が神奈川県から東京府に編入
してからの出来事や街の移り変わり、
地域発展の礎となった産業について、
写真と資料で紹介します。
日１０月６日土～１２月１６日日
展示解説（約３０分）
日１０月１４日日午後１時３０分～、１０月２７日
土正午～、１１月２５日日午後２時１５分～
 ふるさと歴史館（諏訪町１−６−
３、☎３９６−３８００）

東村山考古学講座
考古学からみた東村山の中世
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スポーツセンターの臨時休館

東京１５０年記念企画展
「東村山の東京１２５年」

場問

 

　壊れたおもちゃを捨てずに修理する
ことで、物を大切にする心を養います。
また、おもちゃや学用品などの子ども
用品の引き取りも行います。
日９月３０日日、１０月２２日月午前１０時～
正午
※９月３０日日はフリーマーケットを同
時開催
場美住リサイクルショプ「夢ハウス」
（美住町２−１１−３２）
おもちゃの病院
○修理部品代を実費負担いただく場合
があります。
○壊れたおもちゃと一緒に部品や外れ
たネジなどもお持ちください。
○電子部品を使ったゲーム機などは対
象外です。
○当日修理できないときは、お預かり
する場合があります。
子ども用品の引き取り
○再利用できない物等は引き取ること
ができない場合もあります。
主催同ショップ運営委員会
問同ショップ「夢ハウス」（☎３９４−１１４１）
 

　夢ハウス２０周年記念コンテストの作
品展示と投票、夢ハウスの歩み展示や
登録団体による展示、各日のテーマに
合わせたイベントも行います。
 
９月２２日土＝リサイクルおもちゃ作り
等、２５日火＝新聞紙やチラシでバッグ
作り等、２７日木＝生ごみのたい肥化講
習等、２８日金＝着物生地のリメイク作
品紹介等、２９日土＝まちジャムライブ
等、３０日日＝フリーマーケット等
場美住リサイクルショップ「夢ハウス」
（美住町２−１１−３２）
※各日の時間、イベント内容等詳細は
 又は問い合わせ先へ
※各イベントは材料等に限りがあるた
め、当日先着順での参加となります。
夢ハウス２０周年記念セール
　日頃の感謝をこめて、「夢ハウス２０周
年記念セール」を開催します。セール
期間中は多数の商品を取りそろえてい
ますので、ぜひお越しください。
日９月２２日土～２９日土午前９時～午後
５時
※２３日祝・２４日休・２６日水は休館日で
す。
主催夢ハウス２０周年記念イベント委員
会
問同ショップ「夢ハウス」（☎３９４−１１４１）

おもちゃの病院と
子ども用品の引き取り

夢ハウス２０周年特別イベント

日内

HP

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。

製本講習会「ブックカバーを作りましょう」
　文庫本にかける布製の美しいブックカバーを作ります。どなたでも簡単
に作ることができます。
日１０月４日木午後１時３０分～４時
人先着１２名　費３００円（材料費）
講鎌田敏雄氏（東村山製本研究会講師）
持鉛筆
共催東村山製本研究会
 ９月１８日火９時３０分から電話又は直接秋津図書館（☎３９１−０９３０）へ申問

講演会「多磨全生園を知る〜国立ハンセン病資料館から考える〜」
　全生園とハンセン病についての理解を深めます。
日１０月１４日日午後２時～３時３０分
人先着１００名
講黒尾和久氏（国立ハンセン病資料館　重監房資料館部長）
申不要、直接会場へ
多磨全生園写真パネル展示
　国立ハンセン病資料館から借用した写真パネルを２階ショーケースで展
示します。
日１０月１０日水～１７日水
問秋津公民館（☎３９１−６１６６）、秋津図書館（☎３９１−０９３０）
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