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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

※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
※靴の引き取りは行いません。
主催同ショップ運営委員会
■問 同ショップ「夢ハウス」（1３９４－１１４１）

れか１日＝ころころの森子育てひろば
でボランティアの実践
■人 全４回出席できる市内在住の小学５
年～中学３年生、２０名
※応募者多数の場合は抽選
■費 ３００円（保険代）
■申 申込書に必要事項を明記し、７月２
日（火）～１２日（金）に直接ころころの森（野
口町１－２５－１５地域福祉センター内）
へ
※日・月曜日を除く
※チラシと申込書はころころの森に設
置および市立小・中学校を通じて配布
します。
■問 ころころの森（1３９５－７２８０）

施設開館時間　（臨時休館、年末年始等は別途お知らせします）
休館日開館時間施設名
月曜日午前９時～午後１０時公民館（全５館）

月曜日
（祝日の場合は中央図書館のみ開館）

第４火曜日
（祝日および７・８・１２月は開館）

特別整理期間
（年１回）

※祝日は午後５時まで開館

午前９時３０分～午後８時
（土・日・祝日は午後５時まで）中　央

図書館 午前９時３０分～午後５時
（木曜日は午後７時まで）

富士見
萩　山
廻　田

午前９時３０分～午後５時
（水・金曜日は午後７時まで）秋　津

月・火曜日
※祝・休日の場合は開館し翌日が休館

午前９時３０分～午後５時
※入館は午後４時３０分まで

ふるさと歴史館
八国山たいけんの里

水曜日、祝日午前９時～午後５時美住リサイクルショップ
「夢ハウス」

※表に記載がない施設は、各施設にお問い合わせください。

　下宅部遺跡はっけんのもりで、たい
けんの里ボランティアと一緒に昆虫や
植物を探します。

■日 ７月２７日（土）午前１０時～正午（小雨決
行）
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 ５０円（保険代）
■持 雨具、飲み物
■申 不要、直接会場へ
■問 八国山たいけんの里（1３９０－２１６１）

イベント 
講座・公演  講座・公演  

　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
で時代ととも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、 
今どきの子育て事情やお孫さんとの具
体的な関わり方を学びませんか。
■日 ７月２６日（金）午前１０時～１１時３０分（午
前９時４５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 市内在住でお孫さんの誕生を控えた
かた、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
※お孫さんが市内在住の場合は市外在
住のかたも参加できます。
■講 助産師・保健師
■申 ７月３日（水）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

今どきの子育て事情とは
「エンジョイ孫育て講座」

　命の大切さを学び、赤ちゃんと触れ
合う子育て支援ボランティアに参加し
ませんか。講座を受講するとジュニア
サポーターとしてころころの森でボラ
ンティア活動ができます。
■日 ■内 各回午後２時～４時
○７月３０日（火）＝オリエンテーション「い
のち」の読み聞かせ
○７月３１日（水）＝赤ちゃんの発達と遊び
○８月６日（火）＝赤ちゃんと命
○８月２０日（火）・２１日（水）・２２日（木）のいず

ころころの森
ジュニアサポーター講座

体 　 　 験  体 　 　 験  

八国山たいけんの里
「自然観察会」

まつり・集い まつり・集い 

　食育について考える中学生の料理教
室を開催します。スクールランチ（中
学校給食）のお弁当容器を用いて、給

夏休み「中学生の料理教室」

食メニューや地場野菜を使ったおかず
を仲間と一緒に作りませんか。
■日 ８月８日（木）午前９時３０分～正午又は
午後１時～３時３０分
■場 中央公民館（本町２－３３－２）
■人 市内在住・在学の中学１～３年生、
各１６名
※応募者多数の場合は抽選
■内 夏野菜のドライカレー、焼きじゃが
もち、ひじきの中華マリネ等
■申 往復はがきに必要事項と特記事項を
明記し、７月１８日（消印有効）までに
学務課へ
特記事項希望時間（第２希望まで）・
学校名・学年・アレルギーのあるかた
は食品名
■問 学務課

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みこし、
山車、お囃子が練り歩きます。
■日 ７月１３日（土）・１４日（日）
※１４日は午前９時３０
分から式典を開催し
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）
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）
野際神社の夏祭り
　お囃子を乗せた山車と大太鼓が久米
川町内を練り歩きます。
■日 ７月１３日（土）・１４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

近くで楽しもう
夏の地元のお祭り

耳よりガイド 耳よりガイド 

　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
のバッグの引き取りをしています。
■日 ７月１４日（日）、８月１１日（祝）午前１０時～
正午
※８月１１日は休館日ですが、衣類・陶
器・バッグの引き取りのみ行います。

衣類・陶器・バッグの引き取り

　「安心・安全おいしい学校給食」を
テーマに市の食育の取り組みを紹介し
ます。

■日 ８月９日（金）・１０日（土）午前１０時～午後
４時
■場 中央公民館（本町２－３３－２）
■内 給食の写真パネルや食材の展示、食
育ミニゲーム・スタンプラリー等
■申 不要、直接会場へ
小学校給食の試食
■日 ８月９日（金）午後１１時から
■人 先着６０名
■内 キムチチャーハン、鶏肉のレモンソー 
スかけ、みそサラダ等
■費 ２８０円
中学校スクールランチ直売
■日 ８月１０日（土）午前１１時から
■人 先着４０名
■内 五目揚げ又はハヤシライス、バンサ
ンスー、小松菜とじゃこのオリーブ炒
め等
■費 ３００円
親子料理教室「世界の料理を味わおう」
■日 ８月１０日（土）午前１０時３０分～午後１時
■人 市内在住の小学生と保護者、１０組
※応募者多数の場合は抽選
■内 菜めし、チーズタッカルビ、ローペ
ンタン等
■費 １人２００円（材料費）
■申 往復はがきに必要事項と特記事項を
明記し、７月１０日（消印有効）までに
学務課へ
特記事項親子の氏名（ふりがな）・学
校名・学年・アレルギーのあるかたは
食品名
■問 学務課

学校給食展示会

　７月１４日（日）「八坂神社例大祭」（小
雨決行）の開催に伴い、東村山駅東
口発着のグリーンバス発着停留所を
「東村山駅東口」から同停留所最寄
りの「桜並木」に変更しますので、

ご理解とご協力をお願いします。
■日 ７月１４日（日）午後３時～６時
※例大祭の進行状況により、時間が
遅れる場合があります。

東
村
山
駅
 

「桜並木」 発 

「東村山駅東口」 

東村山駅東口～多摩北部医 療 セ ン タ ー～新秋津 駅 
久米川町循環 

「桜並木」 着 
「桜並木」 発 ・ 着 

府
中
街
道
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