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市内観光ミニツアー

　いつもの道にも歴史あり。市内の見
どころを観光ガイドと一緒に巡り、東
村山の魅力を再発見しませんか。
■日１１月３日（祝）午前９時３０分集合～午後
０時３０分解散（小雨決行）
集合場所サンパルネ内「産業・観光案
内コーナー」前（ワンズタワー２階）
■人先着２５名
コースサンパルネ（集合）～ふるさと
歴史館～徳蔵寺板碑保存館「元弘の板
碑」～国宝正福寺地蔵堂～経文橋～東
村山駅（解散）
■申■問１０月１７日（木）午前１０時から直接又は
電話で「産業・観光案内コーナー」（1 

３９５－５１１０）へ（月曜日を除く）
★東村山観光情報サイト「のめっ恋ま
ち　ひがしむらやまｉｎｆｏ」からも
申し込みできます。詳細は「まいぷれ 
ミニツアー」で検索してください。

「東村山」地名誕生１３０周年
記念展「狭山茶どころ東村山」
付随事業参加者募集

とんぼ工房　月替わり木工教室
「壁掛けシェルフ」

　おしゃれな壁掛け棚を作ります。
■日１１月１６日（土）・１７日（日）・２４日（日）・３０日
（土）午前９時３０分～１１時３０分
■場とんぼ工房（秋津町４－１７－１秋水
園内）
※１１月３０日（土）は美住リサイクルショッ
プ「夢ハウス」（美住町２－１１－３２）で
開催します。
■人市内在住の小学生以上のかた、各日
先着３名（小学生は保護者同伴）
■費６００円（材料費）
■持 マスク
サイズ 横３６㎝×奥行１０㎝×高さ２１㎝
※材料の持ち込みはできません。
※道具は貸与します。（持ち込み可）
とんぼ工房休館のお知らせ
　１１月９日（土）・１０日（日）は市民産業まつ
りに出店するため、休館します。
■申■問１０月１８日（金）以降の祝日を除く金、
土、日、月曜日、午前１０時～午後４時

に電話でとんぼサポーター２（1０８０－
５６４９－３８４４）へ

展示の見どころ講座
「狭山茶どころ東村山」
　１２月１日（日）までふるさと歴史館で開
催している記念展の展示品の構造や展
示しきれなかった資料について、実物
を用いながら解説します。
■日１１月１６日（土）午後１時３０分～３時
■場ふるさと歴史館（諏訪町１－６－３）
■人先着６０名
■費１００円（資料代）
■申１０月１７日（木）午前９時３０分から直接、
電子申請又は電話でふるさと歴史館（1 

３９６－３８００）へ

展示説明会
■日１０月２６日（土）、１１月９日（土）＝午後１時
３０分～２時、１１月１６日（土）＝午後３時～
３時３０分
■申不要、直接会場へ
■場■問ふるさと歴史館

募 集募 集

　国際社会が抱えるさまざまな問題を
学び国際感覚と見識を広める講座です。
■日１１月２８日、１２月５日・１９日の木曜日
午前１０時～正午（全３回）
■場中央公民館
■人市内在住・在勤・在学のかた、２４名
※応募者多数の場合は抽選
■講野中尚人氏（学習院大学法学部長）
ほか
■持 筆記用具

講座・公演  講座・公演  

市民講座
「世界で起きている今を学ぶ」

■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に必要事項
と特記事項を明記し、１１月１９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）・性別
■問中央公民館（1３９５－７５１１）

市民講座「はじめての中国語」

　簡単な自己紹介やあいさつ等を学ぶ
初心者向けの講座です。中国語や中国
文化について学びましょう。
■日１１月２７日～１２月１８日の毎週水曜日午
後２時～４時（全４回）
■場中央公民館
■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
■講周　秀琴氏（元中国小学校教員）
■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・飲み物等持参）
■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、１１月１３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）・性別
■問中央公民館（1３９５－７５１１）

講座「ＬＧＢＴＱってなん
だろう？～誰もが自分らしく
生きるために、できることを
考えよう～」

　日本では約１３人に１人がＬＧＢＴＱ
（性的マイノリティの総称）とも言わ
れますが、受け入れる側の意識やシス
テム等は追いついていないため、当事
者の多くは生きづらさを抱えていま 
す。
　正しい知識を学び、自分らしく生き
られる社会のためにできることを考え
てみませんか。
■日１１月２日（土）午後１時３０分～３時３０分
■場市民センター２階
■人先着１００名
■講中田雅久氏（弁護士）
■申不要、直接会場へ
■問市民相談・交流課

　縄文人が主食としていたクリ・クル
ミ・ドングリ等の堅果類や縄文ダイズ・
縄文アズキ等のマメについての講義後、 
八国山を歩きながら同じ植物を観察し、 
縄文人の生活を探ります。
■日１１月１７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１０月１７日（木）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（1 

３９０－２１６１）へ

考古と自然のコラボ講座
「縄文人の主食　堅果類とマメ」

まつり・集い  まつり・集い  

第１４回秋津・青葉子育てまつり

　秋津町と青葉町周辺の幼稚園・保育
園・児童館・児童クラブ等の子育て施
設が地域ぐるみで行うお祭りです。今
年は防災をテーマに開催します。
■日１０月２７日（日）午前１０時～午後０時４５分
■場秋水園ふれあいセンター（秋津町４
－２４－１２）
※車での来場はご遠慮ください。
■内 防災に関する子ども向け大型紙芝居、 
救命救急講習、非常食の試食等
共催東部エリアネットワーク会議、東
村山市
■問子育て支援課

　この機会に踊り方を覚え、産業まつ
りと東京２０２０大会を一緒に盛り上げま
しょう。どなたでも参加できますので
お気軽にお越しください。
■日１１月５日（火）午後５時３０分～７時
■場スポーツセンター（久米川町３－３０
－５）
■申不要、直接会場へ
主催東村山市
協力東村山市民踊連盟
■問東京２０２０オリンピック・パラリンピッ 
ク推進課

市民産業まつりに向けた
「東京五輪音頭－２０２０－」練習会

東京文化財ウ ィ ーク201 9
都指定有形文化財　下宅部遺跡漆工
関連出土品
　縄文時代の漆塗りの技術の高さを
知ることのできる資料を展示してい
ます。
■日 午前９時３０分～午後５時
■場 八国山たいけんの里（野口町３－
４８－１）

の合戦の舞台となりました。
■場 諏訪町２－２１－８
※説明板と石柱があります。
都指定史跡　下宅部遺跡
　漆工関連資料や籠・木製品等が大
量に出土した遺跡です。
■場 下宅部遺跡はっけんのもり（多摩
湖町４－３－１）

「下宅部遺跡はっけんのもりへようこそ！２０１９」１日こども縄文ムラ
　年間を通して縄文時代の暮らしを学習している市内の小学５・６年生
が、縄文人の暮らしを紹介します。
■日 １１月３日（祝）午前１０時～午後２時３０分
※はっけんのもりは午後１時３０分まで
■場 下宅部遺跡はっけんのもり（多摩湖町４－３－１）、八国山たいけんの
里（野口町３－４８－１）
※雨天時は、八国山たいけんの里会場のみ開催します。
※車での来場はご遠慮ください。
■内 
○体験＝火起こし、木の実のすりつぶし、アンギン編み、弓矢
○見学＝縄文土器の野焼き、縄文紙芝居、展示説明
■申 不要、直接会場へ
■問 八国山たいけんの里（1３９０－２１６１）

文化財ウィーク関連事業文化財ウ ィ ーク関連事業

　都内の文化財の一斉公開に合わせ、 
市では文化財関連事業を実施します。 
各公共施設ではガイドブックを配布
しています。この機会に市内各所の
文化財を訪れてはいかがでしょうか。
■日 １０月２６日（土）～１１月４日（休）
ガイドブック配布ふるさと歴史館、
八国山たいけんの里、サンパルネ内
「産業・観光案内コーナー」（ワンズ
タワー２階）、情報コーナーほか
国宝　正福寺地蔵堂　特別公開
　期間中１日のみ堂内を公開します。 
土間が傷つきやすいため、底の平ら
な靴で拝観してください。公開当日
は地蔵まつりを開催します。
■日 １１月３日（祝）午前１０時～午後４時
■場 正福寺（野口町４－６－１）
※外観は通年公開です。
第２０回地蔵まつり
■内 厄除け木彫り地蔵や市内のとれた
て野菜等の販売、子ども向け縁日等

共催地蔵まつり実行委員会、野口町
親和会
後援東村山市、東村山市教育委員会、
東村山市商工会、東村山青年会議所
■問 地蔵まつり実行委員会事務局・増
田（1３９１－００２６）
国重要文化財　元弘の板碑
（元弘三年斎藤盛貞等戦死供養碑）
　元弘の板碑には、新田義貞の鎌倉
攻めのことが記されています。
■日 月曜日を除く午前９時～午後５時
■場 徳蔵寺板碑保存館（諏訪町１－２６
－３）
■費 期間中は無料（通常２００円）
都指定天然記念物　梅岩寺のケヤキ
　幹周が７ｍほどもある巨樹で、「新
編武蔵風土記稿」にもその様子が記
されています。
■場 梅岩寺（久米川町５－２４－６）
都指定旧跡　久米川古戦場
　元弘３年の新田義貞の鎌倉攻め等

青葉蒸し器

■問 ふるさと歴史館（1３９６ー３８００）


