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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

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。

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！

⑧

　今回は、先日デザインが発表され
た東京２０２０オリンピック・パラリン
ピックのメダルについて紹介します。
　東京２０２０オリンピック・パラリン
ピックのメダルは当市も参画した「都 
市鉱山からつくる！みんなのメダル
プロジェクト」により、皆さんから
提供された使用済み携帯電話等の小
型家電等から集められた金属で作ら
れます。リサイクル金属を原材料に
メダルを製作するプロジェクトはオ
リンピック・パラリンピック大会史
上初の試みです。
　皆さんの協力により、オリンピッ
ク・パラリンピックの金・銀・銅合
わせて約５，０００個のメダルに必要な 
金属量を１００％回収することができ 
ました。ご協力ありがとうございま
した。

　市では、引き続き小型家電に含ま
れている希少金属等の再資源化を促
進するため、小型家電の回収を行い
ますのでご協力をお願いします。

イベント 
体 　 　 験  体 　 　 験  

①あんぎん編みのコースター
■日１０月１２日（土）　■費５０円（材料費）
②色つき革ストラップ
■日１０月１３日（日）　■費１００円（材料費）
③葉っぱのスタンプ
■日１０月１４日（祝）　■費２００円（材料費）
①～③共通
時間午前１０時３０分～１１ 
時３０分、午後１時～３時
■場八国山たいけんの里
（野口町３－４８－１）
■申不要、直接会場へ
■問八国山たいけんの里（1３９０－２１６１）

八国山たいけんの里
日替わりイベントの開催

■人 市内在住・在勤・在学のかた、各
コース１５名
※応募者多数の場合は抽選
■費 ６００円（材料費）
■講森由香氏（クラフトバンドエコロジー 
協会インストラクター養成講座修了）
■持 洗濯ばさみ、筆記用具、作品を持ち
帰る袋、飲み物
■託 １歳～就学前の幼児、２名（要予約、
おやつ・飲み物等持参）
■申電子申請又は往復はがき（１２６円）に 
必要事項と特記事項を明記し、１０月２２
日（必着）までに中央公民館（〒１８９－
００１４本町２－３３－２）へ
特記事項受講希望コース・年齢、託児
希望のかたは幼児名（ふりがな）・年齢
（月齢）・性別

■問中央公民館（1３９５－７５１１）

○家族に限り、参加者全員と代表者の
氏名を明記することで１回の電子申請
又は１枚の往復はがきで申し込みがで
きます。
○５月１８日の「さつまいもの苗の植え
付け」に参加したかたは今回優先的に
参加できますが、申し込みが必要です。
■問みどりと公園課

講座・公演  講座・公演  

　さつまいも掘りや簡単な農作業を行
い、収穫の秋を楽しみませんか。
■日１０月２６日（土）午前１０時～正午
※小雨決行、雨天時は１０月２７日（日）に実
施します。
■場秋津ちろりん村（秋津町１－９）
※車での来場はご遠慮ください。
■人市内在住・在勤のかた、１５０名
■費１家族２００円
■持 収穫物を入れる袋、軍手等
※汚れてもよい服装で
■申電子申請又は往復はがき（１２６円）に 
必要事項と特記事項を明記し、１０月１５
日（必着）までにみどりと公園課へ
特記事項年齢・参加人数
注意事項
○応募者多数の場合は１０月１７日（木）午後
１時３０分から「秋津ちろりん村」管理
棟内で公開抽選
○団体での申し込みはできません。

秋津ちろりん村
「さつまいも掘り」

■日 １０月２９日（火）午前９時３０分～午後４時
■場美住リサイクルショップ「夢ハウス」
■人 市内在住・在勤・在学のかた、１０名
※応募者多数の場合は１０月１７日（木）午後
２時から同ショップで公開抽選
■費 ５００円（材料費）
■持 着物１枚（ほどいてアイロンをかけ
たもの）、まち針、仕付け糸、手縫い針、 
裁ちばさみ、チャコペンシル、物差し、 
筆記用具、お弁当
■申往復はがき（１２６円）に必要事項を明 
記し、１０月１５日（必着）までに美住リ
サイクルショップ（〒１８９－００２３美住町
２－１１－３２）へ
主催同ショップ運営委員会
協力クラフト編輪
■問同ショップ「夢ハウス」（1３９４－１１４１）

リフォーム講習会「着物からの
リバーシブルベスト」

日（必着）までにふるさと歴史館（〒
１８９－００２１諏訪町１－６－３）へ
特記事項年齢・希望日時
■問ふるさと歴史館（1３９６－３８００）

　３市１町の博物館が共催で、狭山丘
陵周辺で作られる狭山茶ついて学ぶ４
回連続講座です。
■人 全４回参加できるかた、先着１０名
①講演会「狭山茶の歴史と伝統」
■日 １１月２日（土）午後１時３０分から
■場東村山市ふるさと歴史館（東村山市
諏訪町１－６－３）
■講工藤宏氏（入間市博物館学芸員）
■費 ２００円（資料代）
②展示見学会「史料で読み解く狭山茶
の歴史」
■日 １２月４日（水）午後１時３０分から
■場入間市博物館（埼玉県入間市二本木
１００）
■費 ２００円（特別展観覧料）
③体験会「狭山茶で染める」
■日 ２月１日（土）午後１時３０分から
■場東大和市中央公民館（東大和市中央
３－９２６）
■費 ２００円（材料代）
④見学会「瑞穂町周辺の見学会」
■日 ３月２１日（土）午後１時３０分から
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）
■費 １００円（資料代）
※詳細は第１回講演会後に説明します。
■申■問１０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 
（1３９６－３８００）へ

第２０回狭山丘陵市民大学
「狭山茶を学ぶ」

　ＮＨＫのＥテレ「ピタゴラスイッチ」
でおなじみのリコーダー、ウクレレ、
ピアニカ等身近な楽器を使った親しみ
やすい演奏と歌で、子どもから大人ま
で楽しめるほのぼのとしたクリスマス
コンサートです。
■日 １２月７日（土）午後２時開演（午後１時
３０分開場）
■場中央公民館（本町２－３３－２）
■人 先着４３９名
※お子さんを膝の上に座らせての鑑賞
は不可
■費 ３歳～小学生５００円、中学生以上 
１，０００円
出演栗コーダーカルテット＆ビュー 
ティフルハミングバード
チケット販売１０月８日（火）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４名（要予約、
おやつ・飲み物等持参）
■問中央公民館（1３９５－７５１１）

　狭山丘陵周辺で織られていた 村  山 
むら やま

 絣 
がすり

にちなみ、 緯 
よこ

 絣 の花瓶敷き（１５㎝×１５
がすり

㎝）を簡易機織器で織る体験事業を行
います。
■日 １１月７日（木）・１４日（木）午前１０時～正午、
午後１時～３時
※体験は約１時間です。開始時間は参
加者に通知します。
■場ふるさと歴史館
■人 高校生以上のかた、各日１２名
※応募者多数の場合は抽選
■費 ３００円（材料費）
■申電子申請又は往復はがき（１２６円）に 
必要事項と特記事項を明記し、１０月２５

東村山の文化事業
「はたおり体験」の参加者募集

市民講座　クラフトバンドで
小物づくり～クリスマスオーナ
メントをつくろう！～

　クリスマス用の星形のミニかごとク
リスマスオーナメントを作ります。初
めてクラフトバンドを始める初心者向
け講座です。　
■日 
Ａコース１１月５日（火）・１２日（火）午前１０時
３０分～午後０時３０分
Ｂコース１１月１９日（火）・２６日（火）午後１時
～３時
※両コースとも同一内容、どちらかの
み受講可
■場萩山公民館（萩山町２－１３－１）

■問 東京２０２０オリンピック・パラリン
ピック推進課

「東京２０２０オリンピックメダル」

「東京２０２０パラリンピックメダル」

自主公演事業
「栗コーダーカルテット＆ビュ 
ーティフルハミングバードクリ
スマスファミリーコンサート」
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