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　子育て中のパパ・ママにとって祖父
母の助けは大きな力になります。一方
で時代と共に変化した子育ての方法に
戸惑うかたも多くいます。
　孫育てに対する不安を解消しながら、
今どきの子育てやお孫さんとの関わり
方を学びませんか。
日１月２５日金午後１時３０分〜３時（午
後１時１５分受付開始）
場いきいきプラザ３階「マルチメディ
アホール」
人お孫さんの誕生を控えたかたや１歳
未満のお孫さんがいるかた、最近の子
育てに興味のあるかた、先着２０名
講助産師、保健師
申１月４日金午前８時３０分から電話又
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
 

　縄文時代の始まりについて、さまざ
まな角度から最新の研究成果にも基づ
いた講演会を行います。
日１月２６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８０名
費２００円（資料代）
講小菅将夫氏（岩宿博物館館長）
 １月４日金午前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
 

　ハンセン病に関する正しい理解を促
すとともに、多磨全生園の歴史や入所
者の手によって植樹され育まれてきた
森、豊かな緑を後世に残していく「人
権の森」構想について考える機会とし
て、語り部講演会を開催します。
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今どきの子育て事情とは
「エンジョイ孫育て講座」

東村山考古学講演会
「旧石器から縄文へ」
第１回「旧石器時代的石器から
縄文時代的な石器へ」

申問

平成３０年度第２回語り部講演会
多磨全生園「人権の森」を考える

日２月２日土午後１時３０分〜４時（午
後１時受付開始）
場中央公民館（本町２−３３−２）
※車での来場はご遠慮ください。
人先着１５０名程度
内多磨全生園普及啓発ＤＶＤ「ひいら
ぎとくぬぎ」の上映、語り部講演、多
磨全生園写真パネル展示
講平沢保治氏（多磨全生園入所者自治
会会長）
申不要、直接会場へ
問企画政策課
 

　初歩のプログラミングを楽しく理解
して簡単操作でロボットを動かしま
しょう。タブレットでプログラムを組
み、ロボットを動かします。制御法も
併せて学びます。
日２月３日日
Ａコース午前１０時〜正午
Ｂコース午後１時３０分〜３時３０分
※各コース同じ内容となります。
場中央公民館
人市内在住の小学生、各コース２０名
※応募者多数の場合は抽選
費５００円（教材レンタル料）
講玉水亘氏（NPO法人科学技術教育
ネットワーク）
持筆記用具、上履き
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、１月２３日（必着）
までに中央公民館（〒１８９−００１４本町２
−３３−２）へ
特記事項希望コース、年齢、学年
問中央公民館（☎３９５−７５１１）
 

　都と連携し、東京２０２０オリンピック・
パラリンピック競技大会の開催を見据
え、外国人観光客等が安心して滞在で
きる環境を整えるため、「外国人おもて
なし語学ボランティア」の育成講座を
開催します。
日２月９日土午後１時〜４時３０分
場市民センター２階
人都内在住・在勤・在学の１５歳以上
（中学生を除く）で、次のいずれかに
該当するかた、先着６０名
○おおむね実用英語技能検定２級以上
又はTOEIC５００点以上に相当する語学
力があるかた
○英語による簡単な日常会話ができる
かた

小学生講座「はじめての
ロボットプログラミング」

「外国人おもてなし語学ボラン
ティア」育成講座受講者募集

※すでに本講座を修了したかたは受講
できません。
申１月７日月午前９時〜２１日月午後５
時に電子申請又は電話で市民相談・交
流課へ
問市民相談・交流課
 

　傾聴の基本を中心に相手に安心感を
与えるコミュニケーションについて参
加型ワーク形式で学びます。
日２月１７日〜３月３日の毎週日曜日午
後１時３０分〜３時３０分（全３回）
場中央公民館
人市内在住・在勤・在学のかた、１６名
※応募者多数の場合は抽選
講髙山直子氏（カウンセラー）
持筆記用具、飲み物
託１歳〜就学前の幼児、２名（要予約、
おやつ・飲み物持参）
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、２月６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）
 

　３市１町の博物館が共催し、狭山丘
陵周辺のみちを歩き、そこに立ってい
る石造物との関連性について考える５
回講座です。
人全５回参加できるかた、先着１０名
費各回１００円（資料代）
①「 石  仏 たちが見ていた街道の歴史」

いし ぼとけ

日２月２土午後２時から
集合場所瑞穂町郷土資料館けやき館（瑞
穂町大字駒形富士山３１６−５）
講齋藤愼一氏（青梅町方文書研究会会
員）
②「瑞穂町のみちと石造物」
日３月９日土午後１時から
集合場所瑞穂町郷土資料館けやき館
③「武蔵村山市のみちと石造物」
日４月２０日土午後１時から
集合場所武蔵村山市立歴史民俗資料館
（武蔵村山市本町５−２１−１）
④「東大和市のみちと石造物」
日５月１８日土午後１時から
集合場所東大和市立郷土博物館（東大
和市奈良橋１−２６０−２）
⑤「東村山市のみちと石造物」
日６月１日土午後１時から
集合場所西武鉄道多摩湖線武蔵大和駅

市民講座「聞く力をきたえる」

狭山丘陵市民大学２０１９
「狭山丘陵のみちと石造物」

※詳細は第１回講演会後に説明します。
 １月５日土午前９時３０分から電子
申請、電話又は直接ふるさと歴史館
（諏訪町１−６−３、☎３９６−３８００）へ
 

　市では、国籍や文化、性別に関係な
く、当市で暮らす誰もが地域社会の
パートナーであるという多文化共生の
理念に基づき、日本語が母国語ではな
い子どもたちの日本語教育について市
民カレッジを開催します。
 下表参照
場市民センター２階ほか
人日本語が母国語ではない児童・生徒
への日本語学習支援活動に関心がある
かた、多文化共生を学びボランティア
活動を希望するかた、先着３０名
講中山眞理子氏（東京の日本語教室を
考える会代表）ほか
費見学会交通費実費
申１月４日金〜１０日木に電話又は直接
市民相談・交流課（本庁舎１階）へ
 

問市民相談・交流課

申問

市民カレッジ
「たぶんか子ども×日本語教育〜
多文化共生から見る外国の子ど
もの日本語教育〜」受講生募集

日内

内容日程
多文化共生とは
多文化共生概論と東村山市多
文化共生推進プランについて

１月１６日
水

日本語教育の現状と課題
（文科省の方針・取り組みの
紹介）

１月２３日
水

在住外国人のかたの話を聞い
てみよう
外国出身の日本で子育てをさ
れた経験者による体験談

１月３０日
水

「子ども日本語教育のあり方」
子ども日本語教育の現状と課
題①

２月６日
水

「子ども日本語教育のあり方」
子ども日本語教育の現状と課
題②

２月１３日
水

「子ども日本語教育のあり方」
子ども日本語教育の現状と課
題③

２月２０日
水

日本語教室　見学会①日時は
今後決定

日本語教室　見学会②日時は
今後決定

東村山の子ども日本語教室を
見てみよう
どうやって教える？

３月１３日
水

ふりかえり・まとめ３月２０日
水

※時間は各日午後１時〜３時です。

1月 の 児 童 館
北山児童館　☎３９７－１１５３秋津児童館　☎３９７－１１５０

１２日土・２６日土午前１０時〜
１１時４５分将棋教室８日火午後３時３０分〜４時

３０分おりがみ教室

２８日月午後３時〜４時おりがみ教室２４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

１０日木午前１１時〜１１時３０分絵本ひろば５日土・１９日土午前９時５０
分〜１１時３０分将棋教室

１６日水午前１０時〜午後２時
（午後１時受付終了）おもちゃの病院２１日月午前１１時〜１１時３０分おはなし会

２３日水午前１１時〜１１時４５分赤ちゃんとママの
おしゃべりひろば富士見児童館　☎３９７－１１５２

※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。

８日火午前１１時〜１１時３０分おはなし会

１２日土・２６日土午前９時３０
分〜正午子ども囲碁教室

２１日月午後１時３０分〜２時
３０分おもちゃの病院

　来年、ついに私たちが住む東京で
世界中が熱狂するオリンピック・パ
ラリンピック競技大会が開催されま
す。そこで２０１９年を迎えた市報１月
１日号からオリンピック・パラリン
ピックに関連する情報をお伝えしま
す。
　第１回目は当市の取り組みを紹介
します。当市はオリンピック・パラ
リンピックの開催に向けた都内で唯
一の中国のホストタウンです。これ
までに日中の小学生がサッカーを通
じ交流を図るスポーツ交流事業や中
国人留学生の市内高校への受入事業、
小・中学校の学校給食に中国料理を
提供するChina Weekの実施、ま
た、大会気運醸成に向けた市内在住
のオリンピアン・パラリンピアンの
ユニフォーム等の特別展示、市民産

業まつりでの東京五輪音頭の披露等
を行ってきました。
　今後もさまざまな事業を行います
ので、市民の皆さんもオリンピック・
パラリンピックに向け一緒に盛り上
げていきましょう。
 

問東京２０２０オリンピック・パラリン
ピック担当

PhotobyTokyo2020/ShugoTAKEMPhoto by Tokyo 2020 / Shugo TAKEMII

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

①コ ラ ム
東京２０２０大会をもっとたのしむらやま東京２０２０大会をもっとたのしむらやま！！


