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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）
※１１月５日（火）から工事のため休館

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。

第６６回北多摩中学校演劇発表会

イベント 
講座・公演  講座・公演  

　東村山市からは東村山第二中学校と
東村山第六中学校が参加します。ぜひ
お越しください。
■日 １１月１６日（土）午前９時２０分～午後５時
（午前９時１０分受付開始）
■場 中央公民館（本町２－３３－２）
■申 不要、直接会場へ
■問 指導室

※応募者多数の場合は抽選
■講 中村和喜氏（元都立小平西高等学校
副校長）
■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２６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）
■問 中央公民館（1３９５－７５１１）

■人 先着４０名
共催富士見図書館友の会、東村山音訳
の会
■申 ■問 １１月５日（火）午前９時３０分から電話
又は直接富士見図書館（1３９５－７２４１）
へ

　人形劇やことばあそびを皆さんで楽
しみませんか。親子やお友達同士で誘
い合ってお越しください。
■日 １１月３０日（土）午前１０時３０分～正午
■場 富士見図書館（富士見町１－７－３５）

富士見図書館開館４０周年
「お楽しみ人形劇とことばあそび」

■日 １１月３０日（土）午前の部＝午前１０時３０分
～１１時５５分、午後の部＝午後２時～３
時２５分（各回３０分前開場）
■場 中央公民館（本町２－３３－２）
■人 ３～１８歳のかた、各回先着４００名（０
～２歳児の入場は不可、小学３年生以
下は保護者同伴）
■内 人形劇団プークによる「１２の月のた
き火」

■費 １人５００円
申込用紙の配布児童課（いきいきプラ
ザ２階）、各児童館、各児童クラブ
■申 電子申請又は申込用紙に必要事項を
明記し、申込期間に各児童館・児童ク
ラブへ
申込期間
各児童館１１月７日（木）午前９時３０分から
各児童クラブ１１月７日（木）・８日（金）午前
９時３０分～午後５時３０分
電子申請１１月７日（木）午前９時３０分～１１

２０１９東村山市児童館子ども
フェスタ「親子観劇会」

日（月）午前８時
※チケットの払い戻しはできません。
■問 秋津児童館（1３９７－１１５０）

　江戸時代の２６０年間で発展した日本独 
自の数学「和算」に触れてみましょう。
■日 １２月１０日（火）・１７日（火）午後１時３０分～
３時３０分（全２回）
■場 中央公民館（本町２－３３－２）
■人 市内在住・在勤・在学のかた、３０名

乳幼児応急救護講習会

　応急手当の方法を講義と実技で学び
ます。
■日 １１月２１日（木）午前１０時３０分～１１時３０分
■場 第２久米川児童クラブ「おひさま広
場」（久米川町４－１１－２２）
■人 乳幼児とその保護者、先着２０組
※対象以外で受講を希望するかたはご
相談ください。
■申  ■問  平日・土曜日の午後１時～５時に
電話又は直接同クラブ（1３９５－９１１６）
へ

 馬  頭  琴 コンサートと読み聞かせ
ば とう きん

市民講座「数学を楽しむ」

■日 １１月９日（土）・１０日（日）午前１０時～午後３時３０分　■場 いきいきプラザ
主催市民健康のつどい実行委員会　■問 健康増進課
★ひがっしースタンプラリーを開催します。会場内にあるスタンプを探して
集めましょう。
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１０日９日

骨密度測定　午前１０時から、午後１時から
※いきいきプラザ１階で整理券を配布（各回先着１００名）

４階

子育て支援イベント　休日窓口、妊婦体験、赤ちゃん抱っこ体験、
子育てや健康に関する展示、子育て中の防災対策、手洗いチェッカー 
体験、授乳・おむつ交換スペース

３階

在宅療養　地域巡回医療福祉相談会　歯科コーナー等
薬物乱用防止キャンペーン等　元気アップコーナー　認知症ブース

２階

体力測定会（リハビリテーション
協議会）　健康・医療相談会、お
くすり相談　午前１０時から、午後
１時から

体力測定会（保健推進委員会）　
午前１０時から、午後１時から
医療相談会、おくすり相談　午後
１時３０分～３時３０分

栄養コーナー　試食　午前１１時か
ら

栄養コーナー　試食　午前１１時か
ら、午後２時から

がんコーナー　ピンクリボンキャンペーン、検診受付窓口
献血クイズ　ふれあい喫茶いきいき店

１階
ペット相談　午前１０時～正午、午
後１時３０分～３時

ペット相談　午後１時３０分～３時
３０分

11 月 の 児 童 館

北山児童館　1３９７－１１５３秋津児童館　1３９７－１１５０

９日（土）
午前１０時～１１時４５分将棋教室１２日（火）

午後３時３０分～４時３０分おりがみ教室

２５日（月）
午後３時～４時おりがみ教室２８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

６日（水）午後１時～３時
（午後２時受付終了）

おもちゃの病院

２日（土）・１６日（土）
午前９時５０分～１１時３０分将棋教室

２０日（水）午前１０時～午後２時
（午後１時受付終了）

１８日（月）
午前１１時～１１時３０分おはなし会

１４日（木）午前１１時～１１時３０分絵本ひろば富士見児童館　1３９７－１１５２

２７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

９日（土）
午前９時３０分～正午子ども囲碁教室

※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。

１２日（火）
午前１１時～１１時３０分おはなし会

１８日（月）
午後１時３０分～２時３０分おもちゃの病院

　モンゴルの民族楽器、馬頭琴の生演
奏をお届けします。小学校の教科書に
も掲載されている絵本『スーホの白い
馬』の読み聞かせと併せてお楽しみく
ださい。
■日 １２月１日（日）午後２時～３時３０分
■場 市民センター２階
■人 先着８０名程度
■講 堀川万泰氏（馬頭琴奏者）ほか
共催おはなし宅配便ポポ

■申 ■問 １１月５日（火）午前９時３０分から電話
で中央図書館（1３９４－２９００）へ
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多摩六都フェア 多摩六都フェア 

　圏域５市（東村山市、小平市、清瀬
市、東久留米市、西東京市）を代表す
る著名な画家の作品を展示します。
■日 １１月２２日（金）～２８日（木）午前１０時～午後
６時
■場 西東京市南町スポーツ・文化交流セ
ンター「きらっと」（西東京市南町５－
６－５）
「対話による美術鑑賞」体験会
■日 １１月２６日（火）午前１０時３０分～１１時、午
前１１時３０分～正午
■申 不要、直接会場へ
主催多摩北部都市広域行政圏協議会
企画多摩北部５市美術家展実行委員会
■問 西東京市文化振興課（1０４２－４３８－
４０４０）

第３２回多摩北部５市美術家展


