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スの飾りを作ります。
■日１２月２２日（日）午前１０時３０分～午後３時
①②共通
■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）

知的障害者青年学級
（かめのこ学級）

　かめのこ学級では、知的障害のある
かたが日常生活を有意義に送れるよう、
料理や野外活動等、学級生とスタッフ
で月１、２回楽しく活動しています。
　このたび、新規学級生とボランティ
アを募集します。活動の見学をご希望
のかたはお問い合わせください。
①新規学級生の募集
■人市内在住・在勤の１６～３０歳の未婚の
かたで、知的障害のあるかた、若干名
（高校生を除く）
※障害の程度＝医療的行為および介
護・送迎を要しないかたで、団体行動
をとれるかた
※入級については本人および保護者の
かたの見学・面談後に決定します。
■費４，０００円程度（保護者会費）および実
費（材料費ほか）
②ボランティアの募集
■人市内在住・在勤の１８歳以上のかたで
かめのこ学級の活動に理解のあるかた、
３名（高校生を除く）
①②共通
活動期間令和２年４月１日から１年間
（更新も可）
■場中央公民館ほか
申込書各公民館で配布又は�からダウ
ンロード
■申申込書に必要事項を明記し、２年２
月２９日（土）までに郵送又は直接中央公民
館（〒１８９－００１４本町２－３３－２）へ
■問中央公民館（1３９５－７５１１）

　ご家庭で排出される生ごみを段ボー
ルコンポスト（生ごみ処理容器）で減
量しませんか。
■日１２月２１日（土）午後１時３０分～３時
■場美住リサイクルショップ「夢ハウス」
（美住町２－１１－３２）
※完成品が大きいため、車での来場を
お勧めします。
■人市内在住・在勤・在学のかた、先着
１０名
■費５００円（材料費）
主催同ショップ運営委員会
■申■問１２月１７日（火）までに電話で同ショッ
プ「夢ハウス」（1３９４－１１４１）へ

リサイクル講習「生ごみ
段ボールコンポスト講習会」

■費１，９８０円（施設使用料ほか）
※保護者がサンパルネ施設利用者の場
合は８８０円です。
申込期間１２月１日（日）～希望日前日の午
後５時
③サンパルネｄｅクリスマス会
　クリスマスリースの製作、紙芝居、
手遊び、親子体操を行います。
■日１２月２１日（土）午前１０時３０分～１１時３０分
■人未就学児のお子さん、先着１５名（保
護者の同伴必須）
■費３３０円（材料費）
申込期間１２月１日（日）～２０日（金）
①～③共通
■場①＝サンパルネ内「スタジオ」
②③＝サンパルネ内「キッズルーム」
※いずれもワンズタワー３階です。
■申電話又は直接サンパルネ３階総合受
付（1３９５－５１１５）へ
■問健康増進課

　「自転車」をテーマに狭山丘陵をま
るごと楽しむイベントを開催します。
狭山丘陵エリア全体でのサイクリング
イベントのほか、ランニングバイクイ
ベントやプチマルシェ、マウンテンバ
イクの試乗体験会等が楽しめます。
■日１２月１５日（日）午前９時～午後３時３０分
■場都立狭山公園（多摩湖町３－１７－１９）、
野山北公園運動場（武蔵村山市三ツ木
４－２）
※イベントの詳細は「SAYAMA HILLS 
RIDE」ホームページをご覧ください。
主催狭山丘陵観光連携事業推進実行委
員会
■問同実行委員事務局（1０４２－５６５－
１１１１）

　日頃の感謝を込めて「年末フェア」
を開催します。多数の商品を取りそろ
え、皆さんの来館をお待ちしています。
■日１２月１４日（土）～２１日（土）
※１８日（水）を除く
■問同ショップ「夢ハウス」（1３９４－ 
１１４１）

耳よりガイド 耳よりガイド 

講座・公演  講座・公演  

市民講座
「子どもの発達障害を考える」

体 験体 験

①あんぎん編みとかご編みの体験
■日１２月～令和２年２月までの開館日
○あんぎん編み体験＝午前１０時～１１時
３０分
○かご編み体験＝午後１時～３時３０分
※イベント開催日は除く
■費５０円（材料費）
②クリスマス工作
　木の実や枝でミニリースやクリスマ

八国山たいけんの里イベント

ス ポ ー ツ  ス ポ ー ツ  

　令和２年２月１６日に武蔵野市で開催
される「市町村ボッチャ大会」への出
場権をかけ、東村山市の代表チームを
決める予選会を開催します。
■日２年１月２５日（土）午後１時３０分から（午
後１時受付開始）
■場スポーツセンター
■人市内在住・在勤・在学のかたで構成す
る３名以上のチーム、４０チーム
※小学生以下だけのチームは、必ず大
人（１８歳以上）が１名以上代表者とし
て申し込み、参加すること
※応募チーム多数の場合は抽選
■内３人１チームの団体戦
申込書情報コーナー（本庁舎１階）、各
図書館（中央図書館を除く）、各公民館、
スポーツセンター、各ふれあいセン 
ターで配布又は�からダウンロード
■申申込書に必要事項を明記し、１２月２５
日（必着）までに郵送、ファクス、Ｅ
メール又は直接スポーツセンター（〒
１８９－０００３久米川町３－３０－５、�３９７
－４５４４、 shiminsport@m０１.city.hi 
gashimurayama.tokyo.jp）へ
■問市民スポーツ課

市町村ボッチャ大会
東村山予選会

まつり・集い まつり・集い 

①サンパルネスタッフクリスマス特別
レッスン
　４人のトレーナーがストレッチや筋
力トレーニング等幅広くレッスンを行
います。
■日１２月１４日（土）午後３時３０分～４時４５分
■人１６歳以上のかた、先着４０名
■費９６０円（施設使用料ほか）
※スタジオの定期券をお持ちの場合は
５５０円です。
申込期間１２月１日（日）～１２日（木）
②平日託児クリスマス会
　クリスマスオーナメントの製作、紙
芝居、手遊びを行います。
■日１２月１８日（水）～２５日（水）午前１０時～１１時
３０分、午後２時～３時３０分
■人満２歳～小学１年生までのお子さん、
各回先着５名
※兄弟の場合は５名以上でも参加でき
ます。

サンパルネクリスマスイベント

「マルシェ久米川」８周年

　地産地消推進のため、毎月第３日曜
日に朝市「マルシェ久米川」を開催し、
市内で生産された新鮮な農産物や加工
品を生産者が自ら販売しています。
　今回は８周年を記念して、３個以上
押印のあるスタンプカードをお持ちの
かたへのプレゼント（先着順）や、当
日３店舗以上で商品を購入したかたに
農産物や加工品の詰め合わせ等が当た
る抽選会を実施します。
■日１２月１５日（日）午前９時から（小雨決行）
★抽選会は午前９時３０分と午前１０時３０
分の２回実施
■場久米川駅北口イベント広場
※商品が売り切れ次第終了します。
■問産業振興課

中央公民館利用者懇談会

　公民館利用団体の交流を目的とした
懇談会を開催します。
■日１２月１６日（月）午前１０時～正午
■場中央公民館（本町２－３３－２）
■申不要、直接会場へ
■問中央公民館（1３９５－７５１１）

イベント 

SAYAMA HILLS RIDE
自転車で狭山丘陵を遊ぼう！

美住リサイクルショップ
「年末フェア」の開催

■日令和２年１月６日（月）午後０時３０分～５時
■場本町児童館（本町４－１９－２６）
■人小学生～１８歳未満のかた、各部先着３２名
〇低学年の部（小学１・２年生）
〇中学年の部（小学３・４年生）
〇高学年の部（小学５・６年生）
〇中高生の部（中・高校生又は１８歳未満）
■講佐藤正明氏（日本将棋連盟公認将棋指導員）
■申■問１２月３日（火）～１４日（土）の午前９時３０分～午後５時３０分に電話又は直接各児
童館（下表参照）へ
※日曜日を除く
★１２月３日（火）午前９時３０分～７日（土）午後５時３０分は電子申請からも申し込み
ができます。
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12 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

２３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）

１６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

１６日（月）
午後１時３０分～２時３０分おもちゃの病院

児童館

　家庭や保育所での発達障害のある子
どもへの対応について、子どもとのよ
りよい関係を育む方法を学びます。
■日令和２年１月２９日～２月１２日の毎週
水曜日午後２時～４時（全３回）
■場中央公民館
■人市内在住・在勤・在学のかた、３０名
※応募者多数の場合は抽選
■講村山拓氏（東京学芸大学准教授）ほか
■持 筆記用具
■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、２年１月１５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）


