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　環境保全活動の一環として、市民の
皆さんとともに空堀川の清掃を行いま
す。
日１１月１７日土午前９時〜正午（小雨決
行）
※中止の場合は１１月１８日日に実施しま
す。
集合場所からぼり広場又は下堀橋
※ゴム長靴・ゴム手袋等作業ができる
服装でお越しください。
主催空堀川クリーンアップ実行委員会
後援都・北多摩北部建設事務所、東村
山市
問ＮＰＯ法人空堀川に清流を取り戻す
会・友保（☎０９０−９２０９−１７８４）又は
市・道路河川課
 

　東村山の資料とともに飯能市で武州
一揆や飯能戦争等幕末の史跡を巡りま
す。博物館での展示・資料見学の後、
徒歩で市内散策を行います。
日１２月１日土午前９時〜午後４時
※雨天の場合、市内散策は中止
集合場所ふるさと歴史館（諏訪町１−
６−３）
場飯能市立博物館（埼玉県飯能市飯能
２５８−１）ほか
人先着２５名
費１００円（資料代ほか）
持昼食
 １１月３日祝午前９時３０分から電話
又は直接でふるさと歴史館（☎３９６−
３８００）へ
 

　農業をしているかたの説明を聞きな
がら農地を歩いて見学し、収穫を体験
します。東村山の農業を身近に感じて
みませんか。
日１２月１日土午後１時３０分〜４時ごろ
（雨天中止）
集合場所金山神社（廻田町４−１２−１）
場市内の農園
人市内在住のかた、先着２０組（１組３
名以内）
持収穫物を入れる袋、軍手等
主催東村山市農業者クラブ
 １１月１日木〜１６日金に電話又は直
接産業振興課（北庁舎１階）へ
 

　市では、多文化共生社会（国籍や文
化の違いに関係なく、誰もが地域社会
のパートナーとして強い連帯感と信頼
関係で結ばれた社会）を目指していま
す。語学学習者によるスピーチ大会の
開催にあたり、発表者を募集します。
日平成３１年１月１２日土午後１時３０分〜
４時３０分）
場市民センター２階
人市内在住・在学・在勤で、スピーチ
をしたい言語（母国語以外）の原稿と
日本語訳文を準備できるかた、４名
選考方法原稿審査
選考結果決定後、応募者全員に通知
申任意の用紙にスピーチ原稿（９００字程
度、母国語以外と日本語訳文）と氏名
（ふりがな）・年齢・性別・電話番号を
明記し、１２月１７日（必着）までに直接、

募募募募募募募募募 集集集集集集集集集
第４３回
空堀川秋のクリーンアップ作戦

「古文書とめぐるバスツアー　
幕末の飯能」参加者募集

申問

農ウォーク参加者募集

申問

市民カレッジ
「語学学習者による多言語
スピーチ大会」発表者募集

郵送又は電子メールで市民相談・交流
課（本庁舎１階、sodankoryu@m01. 
city.higashimurayama.tokyo.jp）へ
※応募書類は返却しません。
問市民相談・交流課
 

　ふるさと歴史館で実施している 機  織 
はた おり

講座「村山 絣 を復元しよう」の一環と
がすり

して、狭山丘陵周辺の織物について学
びます。博物館では、実際に動いてい
る機械を見ることができます。
日１２月１８日火午前９時〜午後４時
集合場所ふるさと歴史館
場東京農工大学科学博物館（小金井市
中町２−２４−１６）ほか
人高校生以上のかた、２０名
※お子さんの同伴はできません。
※応募者多数の場合は抽選（市内在住
のかたを優先）
費２００円（資料代ほか）
持昼食等
申電子申請又は往復はがきに必要事項
と年齢を明記し、１１月２０日（必着）ま
でにふるさと歴史館（〒１８９−００２１諏訪
町１−６−３）へ
問同館（☎３９６−３８００）
 

　多摩六都（東村山市、小平市、清瀬
市、東久留米市、西東京市）の青少年
等で構成するバンド等が一堂に会する
「ヤングライブフェスティバル」の参
加グループを募集します。
日平成３１年２月１０日日午前１０時開演
場中央公民館（本町２−３３−２）
人多摩六都に在住・在勤・在学のおお
むね１５歳〜２５歳のかたで構成するバン
ド等、２０組程度（音楽のジャンルは不問）
※ほかの年代のかたもゲストとして参
加できます。
※応募者多数の場合は抽選
申電話又は社会教育課（いきいきプラ
ザ４階）等で配布している申込書に必
要事項を明記し、１２月６日（必着）ま
でに郵送、ファクス又は直接社会教育
課（思３９７−５４３１）へ
※ からも申込書をダウンロードでき
ます。詳細は申込書又は をご覧くだ
さい。
主催多摩六都ヤングライブフェスティ
バル実行委員会ほか
問社会教育課
 

 

　たいけんの里ボランティアと一緒に
周辺地域を散策しながら自然を観察し
ませんか。
 

日１１月２４日土、１２月２２日土午後１時３０
分〜３時３０分
集合場所八国山たいけんの里（野口町
３−４８−１）
人先着２０名（小学生以下は保護者同伴）
費１００円（資料代ほか）

バス見学会「狭山丘陵の織物」
参加者募集

多摩六都ヤングライブ
フェスティバル
参加グループ募集

HP
HP

体体体体体体体体体 験験験験験験験験験
たいけんの里自然観察会

持飲み物、雨具
申不要、直接会場へ
問八国山たいけんの里（☎３９０−２１６１）
 

　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１１月１７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お子さん（小学
生以下）とその保護者・同行者
申不要、直接会場へ
協力乳幼児への読み聞かせボランティ
ア、布の絵本サポーター
問秋津図書館（☎３９１−０９３０）
 

　お持ちのカメラで、現在高架化工事
等で変わりゆく街並みを撮って歩きま
す。撮った写真の一部をふるさと歴史
館に展示します。
日１１月１８日日午後１時３０分から
※雨天の場合は１２月１６日日に実施しま
す。
集合場所ふるさと歴史館（諏訪町１−
６−３）
人先着１５名
費１００円（資料代ほか）
持カメラ（スマートフォンでも可）
 １１月３日祝午前９時３０分から、電
子申請、電話又は直接ふるさと歴史館
（☎３９６−３８００）へ
 

　東村山周辺で、昔から冠婚葬祭等で
食べられていた郷土食の「手打ちうど
ん」をボランティア「伝統食の会」の
方々と一緒に作りませんか。
 

日１１月２３日祝午前１０時〜正午
場ふるさと歴史館（諏訪町１−６−３）

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

変わりゆく東村山を撮る

申問

郷土食
「はじめてのうどん作り」

人先着１０名
費１００円（材料費）
持エプロン、三角巾
 １１月３日祝〜２２日木に電話又は直
接ふるさと歴史館（☎３９６−３８００）へ
 

　江戸から明治に移り、川越鉄道の開
業、村山貯水池の建設により東村山は
今日の繁栄の礎を築きました。村から
町への移り変わりを学び、企画展見学
後、関わりのある場所を訪ねます。
日１１月２５日日午後１時〜４時（午後０
時４５分受付開始）
場ふるさと歴史館（諏訪町１−６−３）
人先着６０名
費３０円（保険代）
内講演会「鉄道とまちの賑わい」、企画
展見学・解説「東村山の東京１２５年」、
まち歩き
まち歩きコースふるさと歴史館〜久米
川仮停車場〜弁天橋〜大善院〜経文橋
〜猿田彦神社〜西口商店街通り〜東村
山停車場の碑〜東村山駅解散
※荒天の場合、「まち歩き」は中止
※観光ガイドが同行し、史跡等の説明
をします。
★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。
主催東村山観光振興連絡会
 １１月１日木午前１０時から電話又は
直接サンパルネ内「産業・観光案内コー
ナー」（ワンズタワー２階、☎３９５・
５１１０）へ（月曜日を除く）
 

 

　まだ着ることができるクリーニング
済みの衣類、未使用の陶器、新品同様
のバッグ・靴の引き取りをしています。
日１１月１１日日、１２月９日日午前１０時〜
正午
※毎月第２日曜日に実施しています。
場美住リサイクルショップ「夢ハウス」
（美住町２−１１−３２）
人市内在住のかた
申不要、直接会場へ
主催同ショップ運営委員会
問同ショップ「夢ハウス」（☎３９４−１１４１）

申問

東村山文化財ウォーク
〜 東村山 再発見！まちの発展を

ふ る さ と

たどる東村山の東京１２５年〜

申問

耳耳耳耳耳耳耳耳よよよよよよよよりりりりりりりりガガガガガガガガイイイイイイイイ耳よりガイドドドドドドドドド
衣類・陶器・バッグ・靴の
引き取り

11月 の 児 童 館
北山児童館　☎３９７－１１５３秋津児童館　☎３９７－１１５０

１０日土・２４日土午前１０時〜
１１時４５分将棋教室１３日火午後３時３０分〜４時

３０分おりがみ教室

２６日月午後３時〜４時おりがみ教室２２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

７日水午後１時〜３時（午
後２時受付終了）

おもちゃの病院

１７日土午前９時５０分〜１１時
３０分将棋教室

２１日水午前１０時〜午後２時
（午後１時受付終了）１９日月午前１１時〜１１時３０分おはなし会

８日木午前１１時〜１１時３０分絵本ひろば富士見児童館　☎３９７－１１５２

２８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

１０日土・２４日土午前９時３０
分〜正午こども囲碁教室

※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。

１３日火午前１１時〜１１時３０分おはなし会

１９日月午後１時３０分〜２時
３０分おもちゃの病院

凡例　日日時　場場所　人対象・定員　内内容　費費用（記載がない場合は無料）　講講師　持持ち物　託託児　申申し込み　問問い合わせ
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