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まつり・集い まつり・集い 「コンベンションホール」（ワンズタ 
ワー２階）
■内ステージイベント（よさこい踊り、
実験ショー、ヒップホップダンス等）、
工作、模擬店、白バイやひがっしーと
の記念撮影等
※雨天の場合はサンパルネ内「コンベ
ンションホール」で行います。一部イ
ベントは中止となります。
主催てんしゃばフェスタ実行委員会
■問市街地整備課

萩山八幡神社の例大祭
■日９月７日（土）・８日（日）
■場萩山町２－２１－６
１日目
■内子ども神輿・太鼓山車・お囃子の練
り歩き＝午後１時から、子どもゲーム
大会＝午後３時から、泣き相撲大会=
午後３時３０分から、大人神輿・太鼓山
車・お囃子の練り歩き＝午後６時から
２日目
■内人形劇公演＝午後１時３０分から、大
人と子どもの神輿・太鼓山車・お囃子
の練り歩き＝午後３時３０分から
多摩湖町の氷川神社秋季大祭
■日９月７日（土）・８日（日）
■場多摩湖町３－１６－３０
１日目
■内神輿・大太鼓・お囃子の練り歩き＝
午後２時～５時、奉納踊り（盆踊り）
＝午後７時～９時
２日目
■内奉納のど自慢・演芸
大会＝午後７時～９時
金山神社の例大祭
■日９月１４日（土）・１５日（日）
■場廻田町４－１２－１
１日目
■内居囃子演奏＝午後５時～９時、カラ
オケ大会＝午後７時～９時
２日目
■内子ども神輿・山車・太鼓の練り歩き
＝午後２時～６時、奉納演芸大会＝午
後７時～９時
秋津町の氷川神社の例大祭
■日１０月６日（日）
■場秋津町４－１３－１
■内山車の練り歩き＝午前１０時４５分～午
後５時、輪踊り（盆踊り）＝午後６時
～９時、お囃子演奏＝午後７時～７時
５０分
※天候等により、開催中止又は時間が
変更する場合があります。
■問総務課

９ 月 の 児 童 館

北山児童館　1３９７－１１５３秋津児童館　1３９７－１１５０

１４日（土）・２８日（土）
午前１０時～１１時４５分将棋教室１０日（火）

午後３時３０分～４時３０分おりがみ教室

３０日（月）
午後３時～４時おりがみ教室２６日（木）

午前１１時～１１時３０分おはなし会

本町児童館　1３９７－１１５４栄町児童館　1３９７－１１５１

４日（水）午後１時～３時
（午後２時受付終了）

おもちゃの病院

７日（土）・２１日（土）
午前９時５０分～１１時３０分将棋教室

１８日（水）午前１０時～午後２時
（午後１時受付終了）

９日（月）
午前１１時～１１時３０分おはなし会

１２日（木）午前１１時～１１時３０分絵本ひろば富士見児童館　1３９７－１１５２

２５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（火）
午前１１時～１１時３０分おはなし会

※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。

１４日（土）・２８日（土）
午前９時３０分～正午子ども囲碁教室

２５日（水）
午後３時～４時おりがみ教室

１７日（火）、２４日（火）、３０日（月）
■問多摩六都科学館（1０４２－４６９－６１００）

秋の地元のお祭り

てんしゃばフェスタ２０１９

サンパルネ１０周年記念感謝祭
「お笑いシャボン玉ショー」

　明日の東村山を築く子どもたちが主
役となり、活力ある東村山づくりを「て
んしゃば（停車場）フェスタ」から発
信していきます。
■日９月２２日（日）午前１０時～午後４時
■場屋外イベント＝東村山駅西口駅前、
子どもチャンバラ合戦＝サンパルネ内

　マジシャンつかっちによるショーを
開催します。ショーの終了後はシャボ
ン玉に入って記念撮影を行います。
■日１０月５日（土）午後１時～２時（午後０
時３０分開場）
■場サンパルネ内「コンベンションホー
ル」（ワンズタワー２階）
■人先着７０名
■申 ■問９月１日（日）～２８日（土）に電話又は直
接サンパルネ総合窓口（ワンズタワー
３階、1３９５－５１１５）へ

大人のための地球科学入門

多摩六都科学館 多摩六都科学館 

自然のものを表現してみよう
「QuaQuaワークショップ」

　地球の大スケールの変化と自分の身
の回りの地質や地形のつながりについ
て一緒に考えましょう。２回目は市街
地を散策しながら、石材を観察します。
■日

①９月２５日（水）午前１１時～正午、②１０月
２日（水）午前１１時～正午又は午後２時３０
分～３時３０分、③１０月１６日（水）午前１１時
～正午（全３回）
■場①③多摩六都科学館「科学学習室」、
②西武新宿線花小金井駅周辺
■人１８歳以上のかたで全日程に参加でき
るかた、２０名（高校生は不可）
■費１，０００円、①と③は別途入館券代
※１０月１日（火）からの入館券代の値上げ
に伴い、参加日により費用が異なりま
す。詳細は同館ホームページをご覧く
ださい。
■申同館ホームページ又ははがきに必要
事項と特記事項を明記し、９月９日（必
着）までに同館（〒１８８－００１４西東京市
芝久保町５－１０－６４）へ
特記事項生年月日・性別・２回目の希
望時間（午前又は午後）
※応募者多数の場合は抽選、当選者の
みに参加券を送付します。
９月の休館日２日（月）～５日（木）、９日（月）、

　イタリアのレッジョ教育をもとに子
どもたちの自由な発想で、表現遊びを
体験します。
■日 ■内
①９月２８日（土）
＝生き物の形
をよく見て描
こう
②１２月１日（日）
＝素材を使っ
て自然物を表
現しよう
時間各日午前
１０時３０分～正
午又は午後１
時３０分～３時
■場多摩六都科学館「イベントホール」
■人ひとりで作業ができる４歳～未就学
児のお子さんとその保護者、各回２０組
４０名
※２日間とも参加できるかたを優先
■費各回１組４００円、別途入館券代
※１０月１日（火）からの入館券代の値上げ
に伴い、参加日により費用が異なりま
す。詳細は同館ホームページをご覧く
ださい。
■申当館ホームページ又ははがきに必要
事項と特記事項を明記し、①は９月１７
日、②は１１月１８日（必着）までに同館
（〒１８８－００１４西東京市芝久保町５－１０

コース ■日 ■費下表参照
※受講料は初回に納入してください。 
納入後の返金はできません。
■場スポーツセンター
■人市内在住・在勤・在学のかた（下
表参照、コースにより対象が異なり
ます。）
※スポーツ教室とスイミング教室に
お子さんの同伴はできません。
■申往復はがきに必要事項と特記事項
を明記し、９月６日（消印有効）ま

でに公益社団法人東村山市体育協会
（〒１８９－０００３久米川町３－３０－５ス
ポーツセンター内）へ
特記事項コース名・年齢・緊急連絡
先・在勤のかたは勤務先名、未就学
児は年齢・生年月日・通園先名（通
園していない場合は未就園と記入）
※応募者多数の場合は抽選、定員に
満たない場合は９月１２日（木）午前９時
から電話で受付（先着順）

子どもスポーツ体験教室（全６回）
■人小学３～６年生　■費６００円

定　員日　程コース名

３０名９月２５日～１０月３０日の毎週水曜日
午後４時１５分～５時３０分子どもスポーツ体験

※陸上競技・卓球を体験します

スポーツ教室（全８回）　
■費１，６００円

定　員日　時コース名

７５名９月３０日～１２月２日の毎週月曜日（祝日を除く）
午前１０時～１１時１５分

骨盤体操＆ウォーキ
ング

５０名９月２６日～１１月１４日の毎週木曜日
午前１０時～１１時１５分健康づくりの太極拳

６０名９月２６日～１１月１４日の毎週木曜日
午後１時３０分～２時４５分ダンスエアロビクス

運動あそび（全８回）　
■人①平成２６年４月２日～２８年４月１日生まれ（年中・年少相当児）、②２３年４月２日～２６

年４月１日生まれ（年長相当児と小学１・２年生）　■費８００円

定　員日　時コース名

①・②各３０名９月３０日～１２月２日の毎週月曜日（祝日を除く）
①午後２時５５分～３時４５分②３時５５分～４時４５分運動あそび

スイミング教室（全８回）　
■人２５ｍ泳げないかたおよび泳法を習得したいかた　■費３，２００円

定　員日　時コース名

３５名９月２５日～１１月２０日の毎週水曜日（１０月１６日を除く）
午前１０時～１１時１５分水曜コース

３０名９月２６日～１１月２１日の毎週木曜日（１０月１７日を除く）
午前１０時～１１時１５分木曜コース
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■問 東村山市体育協会（1３９７－１２１２）

耳よりガイド 耳よりガイド 

　図書館システムの入れ替え作業のた
め、全図書館を休館し、図書館ホーム
ページも閉鎖します。
○休館期間＝９月２１日（土）～３０日（月）
○ホームページ閉鎖期間＝９月２０日（金）
午後８時～１０月１日（火）午前１１時
■問中央図書館（1３９４－２９００）

全図書館の休館

　内外壁、屋上防水等改修工事のため
休館します。詳細は今後図書館ホームペ 
ージや館内掲示でお知らせします。
■日１０月下旬～令和２年３月下旬
■問中央図書館（1３９４－２９００）

中央図書館の工事休館

　設備点検のためスポーツセンターを
休館します。
○全館＝１０月１８日（金）
○屋内プール＝１０月１６日（水）～１８日（金）
※１０月１８日（金）に運動公園および久米川
庭球場を使用されるかたは、前日まで
に料金の支払いをお願いします。
■問スポーツセンター（1３９３－９２２２）

スポーツセンターの臨時休館

－６４）へ
特記事項年齢・開催日・希望時間（午
前又は午後）
※講座ごとに申し込みが必要です。
※応募者多数の場合は抽選、当選者の
みに参加券を送付します。
■問多摩六都科学館（1０４２－４６９－６１００）


