
� 市報 平成３１年（２０１９年）４月１５日号

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　■申 申し込み　■託 託児　■問 問い合わせ
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募 集募 集

人権の森「多磨全生園」
清掃ボランティアの募集

　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。

○市内在住で、期間中、留学生に１部
屋提供できる。
○食事（１日３食、昼食は弁当やコン
ビニ等での購入も可）の提供ができる。
○高校生活へのサポートができる。
○市のオリンピック・パラリンピック
啓発事業等への参加協力ができる。
※受入期間・時期に関しては相談に応
じます。詳細は問い合わせ先へ
謝礼１日につき２，０００円
申込書４月１９日（金）から市民相談・交流
課（本庁舎１階）で配布
■申申込書に必要事項を明記し、直接同
課へ
■問市民相談・交流課

講座・公演  講座・公演  

中国人留学生（高校生）の
ホストファミリー募集

　市では、東京２０２０オリンピック・パ
ラリンピック競技大会における中国の
ホストタウンとしての活動の一環で、
独立行政法人国際交流基金日中交流セ
ンターと共催し、中国人留学生受入事
業を行っています。
　このたび、今年９月から来日する中
国人留学生のホストファミリーを募集
します。留学生は日本語での会話がで
きますので、安心してお申し込みくだ
さい。
受入期間９月～来年７月
■人 次のすべての要件を満たすかた

　日頃の文化・芸術活動の成果を発表
しませんか。展示、集会、ホール部門
があります。幅広い分野からの参加を
お待ちしています。
■日 ■場
○中央公民館展示・集会部門＝１０月２５
日（金）～２７日（日）、１１月１日（金）～３日（祝）
○中央公民館ホール部門＝１０月１９日（土）・
２０日（日）・２６日（土）・２７日（日）、１１月２日（土）・
３日（祝）
○萩山・秋津・富士見・廻田公民館展
示・集会・ホール部門＝１１月１日（金）～
３日（祝）
※秋津・富士見は１１月１日（金）もイベン
トを実施します。
■費１，０００円
申込書社会教育課（いきいきプラザ４
階）および各公民館で配布
■申申込書に必要事項を明記し、４月２６
日（必着）までに郵送、ファクス又は
直接社会教育課（�３９７－５４３１）へ
※５月８日（水）午後７時から市民セン
ターで開催する第１回実行委員会に必
ず出席してください。
■問 社会教育課

市民文化祭
参加団体（個人）募集

策や全国の商店街支援施策を紹介しま
す。
■日 ４月２６日（金）午後２時～３時３０分
■場市民センター２階
■人 先着５０名
■講 関東経済産業局担当者ほか
申込書産業振興課（北庁舎１階）で配
布又は�からダウンロード
■申 申込書に必要事項を明記し、ファク
ス又は直接同課へ
共催東村山市、多摩信用金庫、東村山
市商工会
■問 産業振興課

HP

市民講座
健康体操「 自 
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　年齢に関係なく、無理なく身体を動
かし、調和を図る健康体操です。
■日 ６月６日～２７日の毎週木曜日午後２
時～４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、２０名
※応募者多数の場合は抽選
■講 飯田光世氏（公益社団法人自彊術普
及会中伝講師）
■持飲み物、タオル、筆記用具
※動きやすい服装で　
■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、５月２１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）

市民講座
「グレン先生の日常英会話」

　東京２０２０オリンピック・パラリン
ピック競技大会の開催に向けて、初級
者向けの英会話を学びましょう。
■日 ６月４日～２５日の毎週火曜日午後２
時～４時（全４回）
■場秋津公民館（秋津町２－１７－１０）
■人 市内在住・在勤・在学のかた、２０名
※応募者多数の場合は抽選
■講 グレン・スミス氏（英会話講師）
■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、５月２２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）

笑顔あふれるまち
東村山土曜寄席in秋津

　公民館では「笑顔あふれるまち」を
目指して、文化庁「次代の文化を創造
する新進芸術家育成事業」による土曜
寄席を開催しています。
■日 ６月１日（土）午後２時開演（午後１時
３０分開場）
■場秋津公民館（秋津町２－１７－１０）
■費１，０００円（全席自由）
出演者雷門小助六ほか

　樹木としての「ウルシ」と縄文人が
塗料や接着剤として利用した「漆」に
ついての講義のあと、八国山を歩きな
がらヤマウルシやヌルデ等の樹木を観
察し、縄文人の生活を探ります。
■日 ５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年生以上のかた、先着２０名
■費１００円（資料代ほか）
■申■問４月１７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

　インバウント対応や消費増税の経済
対策として注目を集めるキャッシュレ
ス決済について、国の施策等を分かり
やすく解説するとともに、軽減税率対

出張講座（公共施設再生計画）
を開催しませんか
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　高度経済成長期に集中して建設された学校や図
書館、市役所等の公共施設は、近い将来、一斉に
建て替えの時期を迎えますが、人口減少等の影響
もあり、今ある施設すべてを今までどおりに維持
することは不可能です。この問題は「公共施設の
更新問題」と言われ、全国の自治体が公共施設の
再編・再配置や統廃合等に取り組み始めています。
　市では、平成３０年に作成したケーススタディ
ブック（右図）の活用や出張講座等を通じ、市民
の皆さんとの対話を大切にしながらこの問題に取り組んでいます。

　市では公共施設の更新問題の解決に向け、将来の公共施設のあり方を市民
の皆さんと一緒に考えるための出張講座
を開催しています。「いつでも、どこで
も」を合言葉に市職員が伺います。
※詳細は�をご覧ください。
■人 原則５名以上
■場市内の希望する場所
※会場は申込者で準備をお願いします。
■申事前に電話で資産マネジメント課へ

HP

■問資産マネジメント課

■日５月１０日（金）午後１時３０分から２時間
程度
※雨天中止の場合は午前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
※ほうき等の清掃用具は全生園自治会
で用意します。
■申５月８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

キャッシュレス決済対応セミナー

考古と自然のコラボ講座
「縄文人の塗料と接着剤　ウルシ」

チケット販売４月１７日（水）午前９時から
各公民館で販売
※中央公民館のみ電話予約を受け付け
ます。
■託 １歳～就学前の幼児、２名（要予約、
おやつ・飲み物持参）
主催文化庁
制作公益社団法人落語芸術協会
協力東村山市教育委員会
■問中央公民館（�３９５－７５１１）

乳幼児健康診査

■場いきいきプラザ２階
※対象者にはすでに通知しました。通知のないかたはお問い合わせください。

土曜日版ハローベビークラス（両親学級）

■日 ５月１８日（土）午前９時３０分～正午（１５分前から受付開始）
■場いきいきプラザ２階
■人 出産予定月が７月～１０月のかたとパートナー、先着２０組
■内 お産の進み方等の助産師の話、沐浴実習、妊婦体験等
■講 助産師、保健師　■持母子健康手帳、「妊娠・出産・子育てガイド」の冊子
■申４月２２日（月）～５月１０日（必着）（下段申込方法参照）
特記事項２人の氏名（ふりがな）・出産予定日・出産回数（初産／経産）

申込方法 教室名・住所・氏名（ふりがな）・電話番号と特記事項を明記し、
電子申請、往復はがき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

受付時間日　程対象生年月日健診名

午後０時３０分

５月８日（水）
５月２９日（水）

平成３１年１月１日～１月２０日
　　３１年１月２１日～２月１０日

３～４か月児
健康診査

５月１７日（金）　　２９年１０月１０日～１０月３１日１歳６か月児
健康診査

午後０時２０分５月１５日（水）　　２８年４月１日～４月２０日３歳児
健康診査


