
7 市報 

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

－イベント－ 令和２年（２０２０年）１月１日号

申
必
要
事
項「
講
座
名（
検
診
名
等
）・
住
所
・
氏
名（
ふ
り
が
な
）・
電
話
番
号
」・
特
記
事
項（
詳
細
は
最
終
面
参
照
） 
※
消
せ
る
ボ
ー
ル
ペ
ン
は
使
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

八国山たいけんの里イベント

北多摩北部市民交流事業「社会
参加への道～高次脳機能障害を
持った自分だからできること～」

年中行事体験事業
小正月の「まゆ玉飾り」

　養蚕が盛んだったころ、市内の多く
の家庭では小正月の行事として、まゆ
玉を飾っていました。
　皆さんとだんごを丸めて、かしの木
に刺したまゆ玉飾りを１月２６日（日）まで
ロビーに展示します。
まゆ玉だんご作り
■日 １月１２日（日）午前１０時～１１時３０分
■場 ふるさと歴史館（諏訪町１－６－３）
■申 不要、直接会場へ
■問 ふるさと歴史館（1３９６－３８００）

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しょう。
■日 １月２３日（木）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 １月５日（日）～２２日（水）に電話又は直
接ふるさと歴史館（1３９６－３８００）へ

体 験体 験

①自然観察会
　たいけんの里周辺で冬の動植物を観
察しながら歩きます。
■日 ■内 
○１月２５日（土）午後１時３０分～３時３０分
＝八国山緑地散策
○２月２２日（土）午前１０時～正午＝野鳥観
察（みどりの楽校共催）
○３月２８日（土）午後１時３０分～３時３０分
＝北山公園と八国山緑地
※雨天中止、１回からの参加可
■人 先着２０名（小学生以下は保護者同伴）
■費 ５０円（保険代）
■持 飲み物、雨具、双眼鏡（お持ちのか
た）
■申 不要、直接会場へ
②考古体験「カゴづくり」
　縄文時代のカゴ編みの技術を応用し
て、敷き物を作ります。
■日 ２月２日（日）午後１時
３０分～３時３０分
■人 先着１０名
■費 ２００円（材料費）
■申 １月４日（土）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へ
①②共通
集合場所八国山たいけんの里（野口町
３－４８－１）
■問 八国山たいけんの里（1３９０－２１６１）

　縄文時代の社会構造や縄文人の精神
世界について、さまざまな角度からの
最新の研究成果に基づいた講演会を行
います。
■日 １月２５日（土）午後２時～４時
■場 ふるさと歴史館（諏訪町１－６－３）
■人 先着８０名
■費 ２００円（資料代）
■講 山田康弘氏（国立歴史民俗博物館教
授）
■申 ■問 １月４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（1 

３９６－３８００）へ

東村山考古学講演会「縄文時代
の社会構造と精神世界」
第１回「墓からみた
縄文人の死生観」

講座・公演  講座・公演  

　病気や外傷により脳が損傷し、会話
や思考等に支障をきたす高次脳機能障
害の特徴を知り、高次脳機能障害の方 
々が暮らしやすい社会について皆さん
と一緒に考えます。
■日 １月２５日（土）午後１時～３時４５分（午
後０時３０分開場）
■場 東久留米市立生涯学習センター「ま
ろにえホール」（東久留米市中央町２－
６－２）
■人 先着５００名
■内 ■講 基調講演「就労について」＝柳澤
朋秀氏（精神保健福祉士）、当事者の体

今どきの子育て事情とは
「エンジョイ孫育て講座」

　子育て中のパパ・ママにとって祖父
母の助けは大きな力になります。一方
で時代とともに変化した子育ての方法
に戸惑うかたも多くいます。
　孫育てに対する不安を解消しながら、 
今どきの子育て事情やお孫さんとの具
体的な関わり方を学びませんか。
■日 １月２８日（火）午後１時３０分～３時（午
後１時１５分受付開始）
■場 いきいきプラザ３階「マルチメディ
アホール」
■人 市内在住でお孫さんの誕生を控えた
かたや１歳未満のお孫さんがいるかた、 
最近の子育てに興味のあるかた、先着
２０名
※お孫さんが市内在住の場合は市外在
住のかたも参加できます。
■講 助産師・保健師
■申 １月７日（火）午前８時３０分から電子申
請、電話又は直接子育て支援課（いき

市民カレッジ「やさしい日本語
講座」＆「語学学習者による
多言語スピーチ大会」開催

　普段使用している日本語を「やさし
い日本語」に換えて、日本語に不慣れ
な外国人市民が分かりやすい日本語で
コミュニケーションしませんか。
　また、市内の日本語教室や外国語講
座の受講生が日頃の学習の成果を発表
する多言語スピーチ大会を同時開催し
ます。
■日 ２月１５日（土）
■場 中央公民館（本町２－３３－２）
やさしい日本語講座
時間午後１時３０分～３時３０分
■人 先着３５名
■講 松本義弘氏（一般財団法人自治体国
際化協会地域国際化推進アドバイザー）
■申 １月６日（月）～２４日（金）に電子申請又は
電話で市民相談・交流課へ
語学学習者による多言語スピーチ大会
時間午後３時４５分～５時
スピーチ言語（予定）日本語、英語、
中国語、韓国・朝鮮語
■申 不要、直接会場へ
協力東村山子ども日本語教室、東村山
地球市民クラブ、そらいろのたね、東
村山市国際友好協会、東村山市日中友
好協会
■問 市民相談・交流課

ＢＣＧ予防接種
■日 １月１４日（火）午前９時３０分～１１時　■場 いきいきプラザ２階
■人 １歳までのお子さん（標準的な接種期間は生後５～８か月に達するまで）
■持 母子健康手帳、予診票
※予診票は生後２か月を迎える月の上旬に、３～４か月児健康診査のお知らせ
に同封して通知しています。お持ちでないかたはお問い合わせください。

歯みがきスタート教室・ピカピカ歯みがき教室

■場 いきいきプラザ２階　
■内 むし歯予防の話と歯みがき実習、手遊び、乳幼児の成長と発達の話
■講 歯科衛生士、保育士、保健師　■申 不要、直接会場へ
※生後９か月未満でも歯が生えているかたは歯みがきスタート教室に参加でき
ます。

★ごっくん離乳食・★かみかみ幼児食

■場 いきいきプラザ２階　■講 管理栄養士、保健師　■持 母子健康手帳
■申 １月７日（火）～１７日（必着）（下段申込方法参照）
特記事項お子さんの氏名、生年月日、かみかみ幼児食はアレルギーの有無

母乳相談
■日 １月２３日（木）午後１時３０分・午後２時・午後２時３０分・午後３時（各回３０分程度）
■場 ゆりかご相談室（いきいきプラザ３階）
■人 母乳育児をしている親子　■内 母乳に関する悩みや不安・困りごと等の相談
■講 助産師、保健師　■持 母子健康手帳、バスタオル
■申 前日までに妊産婦相談電話 （1３９３－５４４５）又は直接子育て支援課へ

★の学級については、参加できるのは１回のみです。

申込方法必要事項と特記事項を明記し、電子申請、往復はがき又は直接子育て
支援課（いきいきプラザ３階）へ

■問 子育て支援課

日　時内　容対　象学級名

午後１時３０
分～２時４５
分（１５分前
受付開始）

１月２１日（火）

離乳食の始め方・進
め方、離乳食の調理
方法（保護者向け試
食あり）、乳児期の特
徴と事故防止法

離乳食をこれから始
める親子・始めたば
かりの親子（生後５
～６か月児）、先着２０
組

ごっくん
離乳食

午前１０時３０
分～１１時４５
分（１５分前
受付開始）

１月２２日（水）
幼児期の食生活の話
（お子さん向け試食
あり）

１歳２か月～１歳９
か月未満のお子さん
と保護者、先着１５組

かみかみ
幼児食

持ち物日　時
（１５分前から受付開始）対　象学級名

母子健康手帳
歯ブラシ

午前１０時３０分
　～１１時４５分

１月１６日（木）

１歳２か月～１歳９
か月未満のお子さん
と保護者

ピカピカ
歯みがき教室

午後１時３０分
　～２時４５分

生後９か月～１歳２
か月未満のお子さん
と保護者

歯みがき
スタート教室

１ 月 の 児 童 館

北山児童館　1３９７－１１５３秋津児童館　1３９７－１１５０

１１日（土）・２５日（土）
午前１０時～１１時４５分将棋教室１４日（火）

午後３時３０分～４時３０分おりがみ教室

２７日（月）
午後３時～４時おりがみ教室２３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

９日（木）
午前１１時～１１時３０分絵本ひろば１８日（土）

午前９時５０分～１１時３０分将棋教室

１５日（水）午前１０時～午後２時
（午後１時受付終了）おもちゃの病院２０日（月）

午前１１時～１１時３０分おはなし会

２２日（水）
午前１１時～１１時４５分

赤ちゃんとママの
おしゃべりひろば富士見児童館　1３９７－１１５２

※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。

１１日（土）・２５日（土）
午前９時３０分～正午子ども囲碁教室

１４日（火）
午前１１時～１１時３０分おはなし会

２０日（月）
午後１時３０分～２時３０分おもちゃの病院

第９回５市市長が語る
地域自治体連携シンポジウム

　「東京２０２０オリンピック・パラリン
ピックの開催に向けて～各市の取り組
みとレガシーの構築について～」をテ 
ーマに、多摩地域５市（武蔵野、調布、
福生、東久留米、東村山）の市長によ
るシンポジウムを開催します。
■日 １月２６日（日）午後２時から
■場 いきいきプラザ３階「マルチメディ
アホール」
■人 先着７０名
■申 不要、直接会場へ
■問 秘書広報課

いきプラザ３階）へ
■問 子育て支援課

験から
■申 不要、直接会場へ
主催北多摩北部地域高次脳機能障害者
支援ネットワーク協議会、国立病院機
構東京病院（北多摩北部圏域専門的リ
ハビリテーションの充実事業受託医療
機関）
協力東京都心身障害者福祉センター
※手話通訳、車いすスペースあり
■問 障害支援課


