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募 集募 集 ※車での来場はご遠慮ください。
■人小学生とその保護者、２５組５０名程度
※応募者多数の場合は抽選
■申１１月１日（金）～１５日（金）に電子申請、電
話又は直接企画政策課（本庁舎３階）へ
共催東村山市、多磨全生園入所者自治
会、国立ハンセン病資料館
協力多磨全生園
■問企画政策課

第４５回
空堀川秋のクリーンアップ作戦

　環境保全活動の一環として市民の皆
さんとともに空堀川の清掃を行います。
■日１１月１６日（土）午前９時～正午（小雨決行）
※中止の場合は１１月１７日（日）に延期
集合場所からぼり広場又は下堀橋
※ゴム長靴・ゴム手袋等作業ができる
服装でお越しください。
主催ＮＰＯ空堀川に清流を取り戻す会
■問同会・友保（1０９０－９２０９－１７８４）、 
市・道路河川課

古文書バス見学～公文書から
紐解く地租改正事業～

　国立公文書館（本館）のバックヤード
を見学し、地租改正事業にまつわる公
文書を閲覧します。また、東村山市域
の地租改正事業についても紹介します。
■日１１月１９日（火）正午～午後５時３０分
集合・解散場所ふるさと歴史館（諏訪
町１－６－３）
■場国立公文書館（千代田区北の丸公園
３－２）
■人先着１０名　■費１００円（資料代ほか）
■持 筆記用具、免許証・保険証等の身分
証明書
■申■問１１月７日（木）午前９時３０分から電話
又は直接ふるさと歴史館（1３９６－３８００） 
へ

出演
地球市民クラブ、まりあ幼稚園、東村
山むさしの幼稚園、回田小学校、富士
見小学校、全市立中学校、都立東村山
高等学校、都立東村山西高等学校、明
治学院東村山高等学校、日本体育大学
桜華高等学校
展示部門
■日１１月２３日（祝）・２４日（日）午前９時～午後
６時
出演
市立小・中学校特別支援学級、東村山
第一中学校、東村山第二中学校、東村
山第三中学校、東村山第五中学校、東
村山第六中学校、東村山第七中学校、
都立清瀬特別支援学校、都立村山特別
支援学級、都立小平特別支援学校
その他
お茶席（日体桜華高等学校）、集会（明
法中学・高等学校）
★司会・受付は東村山第五中学校英語
部生徒が行います。
■問社会教育課

　ふるさと歴史館で実施している機織
講座「村山絣を復元しよう」の一環と
して、狭山丘陵周辺の織物を学ぶ見学
会を実施します。青梅市と入間市の織
物の展示に加え、入間市で開催中の特
別展示「狭山茶取引２００周年記念－資料
で読み解く・狭山茶の歴史」について、
担当学芸員が説明します。
■日１１月２７日（水）午前９時３０分～午後４時
３０分
集合・解散場所ふるさと歴史館
■場青梅市郷土博物館（青梅市駒木町１
－６８４）、入間市博物館（埼玉県入間市
大字二本木１００）
■人高校生以上のかた、２０名
※お子さんの同伴はできません。
※応募者多数の場合は抽選（市内のか
たを優先）
■費１，５２０円（昼食代ほか）
■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１２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、食物アレルギーの有無
（食品名）
■問ふるさと歴史館（1３９６－３８００）

バス見学会「狭山丘陵の織物」
参加者募集

　明治４２年に全生病院として開園した
多磨全生園は今年で創立１１０年を迎え 
ます。創立１１０周年に伴い記念事業を開
催します。
　園内の風景等を題材とした写真撮影
やハンセン病回復者の話を聞いて親子
で話し合うワークショップ等を通して
「多磨全生園」について考えてみませ
んか。
■日１１月３０日（土）午前９時４０分～午後３時
３０分（午前９時３０分受付開始）
■場国立ハンセン病資料館（青葉町４－
１－１３）

多磨全生園創立１１０周年記念事業
第２回「親子で学ぶ多磨全生園」

　多摩六都（東村山市、小平市、清瀬
市、東久留米市、西東京市）の青少年
等で構成するバンド等が一堂に会する
「ヤングライブフェスティバル」の参
加グループを募集します。
■日令和２年２月９日（日）午前１０時開演
■場富士見公民館（富士見町５－４－５１）
■人多摩六都に在住・在勤・在学のおお
むね１５～２５歳のかたで構成するバンド
等、２５組程度（音楽のジャンルは不問）
※ほかの年代のかたもゲストとして参
加できます。
※応募者多数の場合は抽選
■申電話又は社会教育課（いきいきプラ
ザ４階）等で配布する申込書に必要事
項を明記し、１２月５日（必着）までに
郵送、ファクス又は直接社会教育課（�
３９７－５４３１）へ
※�からも申込書をダウンロードでき
ます。詳細は申込書又は�をご覧くだ
さい。
主催多摩六都ヤングライブフェスティ
バル実行委員会ほか
■問社会教育課

多摩六都ヤングライブ
フェスティバル参加グループ募集

体 験体 験

　布の絵本は、障害のあるお子さんが
楽しみながら手指の機能訓練ができる
ように布で作られた絵本や遊具です。
布の絵本プレイルームでは布の絵本や
遊具を使って、自分のペースでゆっく
り遊ぶことができます。ミニおはなし
会も行います。
■日１１月１６日（土）午前１０時～１１時３０分
■場秋津公民館（秋津町２－１７－１０）
■人障害のあるお子さんや発達の遅れ・
気がかりなことがあるお子さん（小学
生以下）とその保護者・同行者
※ボランティアがサポートしますので
兄弟一緒の参加もできます。
■申不要、直接会場へ
協力乳幼児への読み聞かせボランティ
ア、布の絵本サポーター
■問秋津図書館（1３９１－０９３０）

障害のあるお子さんのための
布の絵本プレイルーム

　令和２年度に公民館で開催する市民
講座の学習テーマを募集します。
■人市内在住・在勤・在学のかた
■申電子申請、はがき又は各公民館で配
布する応募用紙に必要事項と特記事項
を明記し、１１月２９日（必着）までに中
央公民館（〒１８９－００１４本町２－３３－
２）へ
特記事項応募テーマ・内容
※応募用紙は�からもダウンロードで
きます。
■問中央公民館（1３９５－７５１１）

令和２年度
市民講座学習テーマの募集

　文庫版の本にかける布製の美しい 

製本講習会
「ブックカバーを作りましょう」

ブックカバーを作ります。どなたでも
簡単に作ることができます。
■日１１月２１日（木）午後１時３０分～４時
■場萩山公民館（萩山町
２－１３－１）
■人先着１２名
■費３００円（材料費）
■講鎌田敏雄氏（東村山
製本研究会講師）
■持 鉛筆
共催東村山製本研究会
■申■問１１月５日（火）９時３０分から電話又は
直接萩山図書館（1３９３－３１７２）へ

郷土食「はじめてのうどん作り」

　東村山周辺で、昔から冠婚葬祭等で
食べられていた郷土食の「手打ちうど
ん」をボランティア「伝統食の会」の
方々と一緒に作りませんか。
■日１１月２３日（祝）午前１０時～正午
■場ふるさと歴史館
（諏訪町１－６－３）
■人先着１０名
■費１００円（材料費）
■持 エプロン、三角
巾、うどんを持ち帰るための容器
■申■問１１月７日（木）～２２日（金）に電話又は直
接ふるさと歴史館（1３９６－３８００）へ

農ウォーク参加者募集

　農業をしているかたの説明を聞きな
がら農地を歩いて見学し、収穫体験を
します。東村山の農業を身近に感じて
みませんか。
■日１１月３０日（土）午後１時３０分～４時ごろ
（雨天中止）
集合場所ＪＡ東京みらい東村山西支店
駐車場（野口町２－３－１２）
■場市内の畑（野口町）
■人市内在住のかた、先着２０組（１組３
名以内）
■持 収穫物を入れる袋、軍手等
主催東村山市農業者クラブ
■申■問１１月１日（金）～１５日（金）に電話又は直
接産業振興課（北庁舎１階）へ

　多摩地域ならではのご当地グルメ 
コーナーや物販・ＰＲコーナー、体験
型イベント、ステージイベント等さま
ざまな催しをお楽しみください。
■日１１月１５日（金）午前１０時～午後４時、１６
日（土）午前９時～午後４時
■場豊洲市場６街区屋外スペース（江東
区豊洲６－５）
共催東京都、多摩３０市町村
後援東京都市長会、東京都町村会、多
摩観光推進協議会、公益財団法人東京
都島しょ振興公社
■問多摩の魅力発信イベント事務局（1 

０３－３４３３－０６８７）

多摩の魅力発信イベント
「多摩の超文化祭」

まつり・集い まつり・集い 

　市内幼稚園、小・中・高等学校の文
化系の部活動等で活躍する園児・児童・
生徒による発表です。東京２０２０大会に
おいて市が中国のホストタウンである
ことから、オープニングでは中国を始
めとした国際色豊かなラインダンスが
披露されます。
■場中央公民館（本町２－３３－２）
ホール部門
■日１１月２３日（祝）午前９時開演（午前８時
３０分開場）

「第３回八国山芸術祭」
～２０２０年に向けた文化の祭典～

衣類・陶器・バッグの引き取り

　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１１月１０日（日）、１２月８日（日）午前１０時～
正午
※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）

耳よりガイド 耳よりガイド 

八国山たいけんの里イベント

①身近な植物ではじめての草木染め
　自分たちで採取した植物を、誰でも
簡単にできる方法で草木染めをします。
■日１１月２１日（木）午前１０時３０分～午後３時
（小雨決行）
■人先着１５名（未就学児童は保護者同伴）
■費スカーフ小＝１，１００円、大＝１，３００円
■持 昼食、飲み物、エプロン
②東村山考古学講座「正福寺遺跡」
　市内の代表的な奈良・平安時代の遺
跡である正福寺遺跡を写真や出土遺物
等を用いて紹介します。
■日１１月２４日（日）午後１時３０分～３時３０分
■人先着２０名
■費５０円（資料代）
①②共通
■場八国山たいけんの里（野口町３－４８
－１）
■申■問１１月７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

はじめての卓球体験教室

■日１１月２１日～１２月１２日の毎週木曜日午
前９時～１１時１５分（全４回）
■場スポーツセンター
■人市内在住・在勤・在学のかた、先着
３０名
■講東村山市卓球連盟
■申１１月５日（火）午前９時から電話又は直
接スポーツセンター（久米川町３－３０
－５）へ
■問公益社団法人東村山市体育協会（1 

３９７－１２１２）、市・市民スポーツ課
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