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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

子どもワクワク運動教室

イベント 
ス ポ ー ツ  ス ポ ー ツ  

　走る、投げる、飛ぶ等の全身を使っ
た運動を行い、運動をするうえで大切
な基礎能力を身に付けます。
■日 １月２５日（土）午前１０時～１１時３０分
■場 スポーツセンター
※車以外での来場にご協力ください。
■人 市内在住の小学１・２年生、先着３０名
※参加人数により、一部内容を変更す
る場合があります。
■講 東京ドームスポーツトレーナー
■持 室内用運動靴、汗ふきタオル、飲み物
※動きやすい服装で
■申 ■問 １月１４日（火）までに電話又は直接ス
ポーツセンター（1３９３－９２２２）へ

■人 メンバー３名以上で構成するチーム
○ファミリーの部＝小学生以下の小さ
いお子さんがいる家族や小学生以下で
構成するチーム＝３２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
○一般の部＝中学生以上のかたのみで
構成するチーム＝３２チーム
※チーム内に市内在住・在勤・在学の
かたが１名以上いれば出場可
※応募チーム多数の場合は抽選
■内 ３人１チームの団体戦（予選リーグ・
順位トーナメント方式）
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、２月１
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.higa 
shimurayama.tokyo.jp）へ
■問 市民スポーツ課（1３９３－９２２２）

　スポーツ習慣の向上や市民同士の交
流を目的に、東京２０２０パラリンピック
競技大会の正式種目である「ボッチャ」
の市民大会を開催します。
■日 ２月２２日（土）
○ファミリーの部＝午前８時５０分開会
（午前８時３０分受付開始）
○一般の部＝午後１時５０分開会（午後
１時３０分受付開始）
■場 スポーツセンター

　新成人としての新たな門出を祝し「成
人の日のつどい」を開催します。
■日 １月１３日（祝）午後１時３０分開式（午後
１時受付開始）
※開式前後は混雑します。余裕を持っ

祝成人
１月１３日成人の日のつどい

てお越しください。
■場明法中学・高等学校講堂（富士見町
２－４－１２）
※車での来場はご遠慮ください。
■人 平成１１年４月２日～１２年４月１日生
まれのかた
※対象のかたには、すでに案内状を送
付しています。まだ届いていないかた
や、令和元年１１月以降に転入されたか
たはお問い合わせください。
※以前当市にお住まいで出席を希望す
るかたは、当日直接会場へお越しくだ
さい。
■内 式典、友人や小・中学校卒業時の恩
師との歓談
★手話通訳、車いす対応あり
■問 社会教育課

衣類・陶器・バッグの引き取り

　新年を迎え、市民生活の安全安心
を守る決意を新たにするとともに、
市民の皆さんにも防火・防災に対す
る意識を高めていただくことを目的
として、東村山市消防団（小島広明
団長以下１１５名）による「東村山市消
防団出初式」を行います。
　消防団員による一斉放水や東京消
防庁音楽隊・カラーガーズ隊による
演奏・演技等も行われますので、ぜ
ひお越しください。
■場 東村山駅東口広場
※荒天時は午前１０時から中央公民館
で式典のみ実施します。
★荒天時は東村山駅東口広場の交通
規制およびグリーンバス等停留所の
変更はありません。
消防車両等のパレード
時間午前８時３０分から
コース東村山消防署秋津出張所（秋
津町）出発～志木街道～府中街道～
久米川辻～青葉町２丁目～全生園前
～さくら通り（都市計画道路３・４・
２７号線）～東村山高校前～東村山青
色申告会館前～東村山市役所前～む

東東村村山山市市消消防防団団出出初初式式

耳よりガイド 耳よりガイド 

　小学校３・４年生の社会科見学に併
せて「電気やガス、水道のないころの
暮らし」と「高度経済成長期のころの
暮らし」について、ふるさと歴史館で
所蔵している資料を展示します。
　当時の市内風景写真等も展示します。
■日 １月９日（木）～３月１３日（金）
■場 ふるさと歴史館（諏訪町１－６－３）
■問 ふるさと歴史館（1３９６－３８００）

まつり・集い まつり・集い 

の引き取りをしています。
■日 １月１２日（日）、２月９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）

第１回
「ボッチャひがっしーＣＵＰ」

　まだ着ることができるクリーニング
済みの衣類、未使用等の陶器、バッグ

小学校社会科見学対応展示
「なつかしい暮らしと道具たち」

コ ラ ム

東京2020大会をもっとたのしむらやま！東京2020大会をもっとたのしむらやま！

⑪

　今回は令和元年１１月１日にスポー
ツセンターで行われた中国卓球代表
チームによる事前練習および市民と
の交流の様子を紹介します。
　当市が東京２０２０オリンピック・パ
ラリンピックに向けたホストタウン
となっている中国の卓球代表チーム
は１１月６日から１０日に東京体育館で
開催された「ＩＴＴＦチームワール
ドカップ」に出場し、男女ともに見
事優勝を飾りました。
　その中国代表チームより 李 

り

 隼 女子
しゅん

監督、 王  皓 男子コーチ（北京、ロン
おう こう

ドンオリンピック２大会連続男子団
体金メダル）、 方  博 選手（２０１６年世界

ほう はく

選手権男子団体優勝）、 劉 
りゅう

 丁  碩 選手、
てい せき

 朱  雨  玲 選手（２０１７年ワールドカップ
しゅ う れい

女子シングルス優勝）、 劉 
りゅう

 斐 選手、ス
ひ

タッフの 何 
か

 瀟 氏の７名が大会前に当
しょう

市を訪れ、事前練習および市民との
交流を行いました。
　交流会では子ども達との交流試合
や来場者とのラリー等を行い、来場
した約３００名の市民の皆さんと中国卓 
球代表チームとの交流が深まりまし
た。参加したかたからは、「世界トッ
プレベルの選手と直接ラリーができ
るとは思わなかったのでうれしかっ
た」「とても緊張したが貴重な体験が
できてよかった」等の感想をいただ
きました。
　市では今後も中国のホストタウン
としてスポーツや文化を通じた相互
交流を実施していきます。
■問 東京２０２０オリンピック・パラリン
ピック推進課

さしのｉタウン～鷹の道～さくら通
り～東村山駅東口広場
サイレンの一斉吹鳴
　午前８時に市内７か所の消防団詰
所でサイレンを吹鳴します。火災と
間違えないようご注意ください。
交通規制
　午前９時～午後１時ごろまで、東
村山駅東口広場は全面通行止めとな
ります。
グリーンバス等停留所の変更
　交通規制に伴い、午前９時から午
後１時ごろまでのグリーンバス久米
川町循環、多摩北部医療センター・
新秋津駅ルートおよび路線バスの始
発・終点停留所は、「東村山駅東口」
から「桜並木」に変更となります。
※詳細は�をご覧ください。

■日 １月１０日（金）午前１０時～正午 
 ■問 防災安全課

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）

工事のため休館中
※中央公民館に臨時窓口を開設しています。中　央

図書館
月曜日

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。


