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　フードドライブとは家庭で眠ってい
る食べ物を持ち寄り、フードバンクへ
寄付する活動です。家庭で不要な食品
がありましたらお持ちください。
日６月５日㈯〜１３日日
※９日を除く
場美住リサイクルショップ「夢ハウス」
（美住町２−１１−３２）
対象品目白米、パスタ、インスタント・
レトルト食品、缶詰（肉、魚、野菜、
果物等）、嗜好品（インスタントコー
ヒー等）、調味料
※いずれも冷凍・冷蔵食品を除く
対象とならないもの
〇包装や外装が破損しているものや入
れ替えたもの（白米は除く）
〇瓶詰め食品、生鮮食品
〇開封済みのもの
〇賞味期限が明記されていないものや
期限が２か月以内のもの
※種類や状態により受け取れない場合
があります。
問同ショップ「夢ハウス」（☎３９４−１１４１）
 

 

　「一寸法師」の絵物語や「百人一首」
等を和とじの技法で製本します。初心
者のかたも安心です。
日６月１０日㈭・１８日㈮午後１時３０分〜
４時（全２回）
場中央図書館（本町１−１−１０）
人２回とも参加できるかた、先着８名
費１,０００円（材料費）
講鎌田敏雄氏（東村山製本研究会講師）
共催東村山製本研究会
 ６月３日㈭午前９時３０分から電話
又は直接中央図書館（☎３９４−２９００）へ
 

　家庭で排出される生ごみをダンボー
ルコンポスト（生ごみ消滅型容器）で
減量しませんか。また、市ホームペー
ジでもダンボールコンポストの製作動
画を公開していますので、ぜひご覧く
ださい。
日６月１９日㈯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
 ６月１５日火までに電話で同ショッ
プ「夢ハウス」（☎３９４−１１４１）へ
 

日６月２６日㈯午前１０時〜正午
※密集を防ぐため集合時間を当選順に
午前１０時、１０時３０分、１１時、１１時３０分
の４回に分けて実施（集合時間は当選
者に通知）
※小雨決行、荒天時は６月２７日日に順
延（順延の場合は前日の天気予報で決
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フードドライブの実施
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図書館製本講習会
「和とじ本を作ってみませんか」

申問

リサイクル講習「生ごみダンボー
ルコンポスト講習会」

申問

秋津ちろりん村
じゃがいもの収穫

定し、個別に通知）
場秋津ちろりん村（秋津町１−９）
※駐車場（２０台程度）あり。譲り合っ
てご利用ください
人市内在住・在勤のかた、３００名
※応募者多数の場合は抽選
費１組２００円
持収穫物を入れる袋、軍手等
※汚れてもよい服装で
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、６月１４日（必着）
までにみどりと公園課へ
特記事項年齢・参加人数および参加者
全員の氏名（代表者を明記）
注意事項
○複数人での申し込みは参加者全員の
氏名を明記することで１回の電子申請
又は１枚の往復はがきで申し込みがで
きます。
○申し込みは１人１回まで（参加者が
重複する申し込みはできません。）
問みどりと公園課
 

 

　寺社の境内や路傍に立つ石仏等の石
造物は、地域の歴史を伝えています。
市内で現在確認されている石造物につ
いて、その特色等を紹介します。
日６月１９日㈯午後２時〜４時
場ふるさと歴史館（諏訪町１−６−３）
人先着４０名
費１００円（資料代）
 ６月２日水午前９時３０分から電子
申請、電話又は直接ふるさと歴史館（☎
３９６−３８００）へ
 

　公民館では「笑顔あふれるまち」を
目指して、文化庁「次代の文化を創造
する新進芸術家育成事業」による土曜
寄席を開催しています。座席数や新型
コロナウイルス感染対策のため、申し
込み方法等を変更して行います。
日７月３日㈯午後２時開演（午後１時
３０分開場）
場秋津公民館（秋津町２−１７−１０）
人先着４５名
入場料１,０００円
（全席指定）
出演者瀧川鯉橋
ほか
チケット予約６
月３日㈭午前９
時から秋津・中
央公民館窓口で
予約開始
※中央公民館のみ電話予約を受け付け
ます。
※窓口、電話ともに１人２枚まで
託１歳〜就学前の幼児、先着２名（要
予約、おやつ・飲み物等持参）
主催文化庁
制作公益社団法人落語芸術協会
協力東村山市教育委員会
問中央公民館（☎３９５−７５１１）
 

 

　リサイクルの推進や地域コミュニ
ティの醸成を図るため、集団資源回収
団体を募集します。集団資源回収とは、
地域の方々が自主的にグループを作り、
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文化財講座
「東村山にある石造物の特色を
さぐる」

申問

笑顔あふれるまち
東村山土曜寄席ｉｎ秋津

募募募募募募募募募 集集集集集集集集集
地域での集団資源回収団体募集

家庭から出る資源物（新聞、雑誌、段
ボール等）を集める活動です。収集し
た資源物を資源回収業者に引き渡し、
その量に応じて市から補助金（資源物
１kgにつき５円）を交付します。活動
を希望する団体は、集団資源回収団体
連絡会にご参加ください。
日６月２６日㈯午前１０時から
場サンパルネ内「コンベンションホー
ル」（ワンズタワー２階）
 ６月１８日㈮までに電話でごみ減量
推進課へ
 

　日頃の文化・芸術活動の成果を発表
してみませんか。展示、集会、ホール
部門があります。幅広い分野からの参
加をお待ちしています。
 
○中央公民館展示・集会部門＝１０月２２
日㈮〜２４日日・２９日㈮〜３１日日、１１月
５日㈮〜７日日
○中央公民館ホール部門＝１０月２３日
㈯・２４日日・３０日㈯・３１日日、１１月６
日㈯・７日日
○萩山・秋津・富士見・廻田公民館展
示・集会・ホール部門＝１１月５日㈮〜
７日日
費１,０００円
申込書６月１日火から社会教育課（い
きいきプラザ４階）および各公民館で
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、６月１１
日（必着）までに郵送、ファクス又は
直接同課（思３９７−５４３１）へ
問社会教育課
 

　東村山市と東大和市が連携し、「地域
の戦争・平和学習事業」を実施します。
　今、自分たちが住んでいる身近な地
域でも戦争による被害があったこと、

申問

市民文化祭
参加団体（個人）募集

日場

HP

地域の戦争・平和学習事業
参加者募集
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瀧川鯉橋

当時のかたがどのような思いをしてい
たかなどについて学習し、戦争の悲惨
さや命の尊さについて考えます。
 下表参照
人すべての日程に参加できる市内在住
の小学５年〜中学３年生、１０名
※初めて参加するかたを優先、応募者
多数の場合は抽選
募集要項・応募用紙市立各小・中学校
で配布又は からダウンロード
申応募用紙に必要事項を明記し、６月
１４日㈪〜７月２日（必着）に郵送又は
直接市民相談・交流課（本庁舎１階）
へ
※詳細は募集要項又は をご覧くださ
い。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況
や応募者の人数により、事業を中止又
は内容を変更する場合があります。
★本事業は東京都市長会多摩・島しょ
広域連携活動（子ども体験塾）助成事
業です。
主催東大和市・東村山市広島派遣事業
実行委員会
問市民相談・交流課

日場
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HP

地域の戦争・平和学習事業
日程表

日　時内　容

７月２９日㈭午前８時
３０分〜午後５時

地域の戦争・平和
学習会
東村山市と東大和
市内の施設見学等
と参加者によるグ
ループワーク

８月１０日火午前９時
〜午後５時報告会準備

「東村山市平和のつ
どい」
８月２１日㈯午後１時
３０分〜４時３０分
「東大和市平和市民
のつどい」
８月２２日日午後５時
３０分〜７時

地域の戦争・平和
学習報告会
※発表はどちらか
１日のみ（３０分程
度）

※時間は変更になる場合があります。

問市民相談・交流課

ふぃ〜りんぐフェふぃ〜りんぐフェスス
「女だか「女だからら、男だから、ではなく、私だから、男だから、ではなく、私だから、、の時代へ。」の時代へ。」

　６月２３日〜２９日の「男女共同
参画週間」に伴い、男女共同参
画に関する展示や女性の生き方
をテーマにした映画上映会、女
性団体連絡会等による展示を行
います。また、「おとう飯（はん）
の時短朝食レシピコンテスト」
の受賞作品の紹介等も行います。
日６月２５日㈮午後２時〜８時３０分
場いきいきプラザ３階「マルチ
メディアホール」「情報研修室」

男女共同参画週間とは
　性別に関わらず、誰もがいきいきと輝
ける社会を目指した「男女共同参画社会
基本法」が公布・施行された平成１１年６月
２３日を記念して、毎年６月２３日〜２９日の
１週間を「男女共同参画週間」と定めてい
ます。この機会に改めて、性別を理由と
した固定的な考え方にとらわれず、個人の
能力や意思によって役割や生き方を決め
ることができるような「誰もがいきいきと
輝ける社会」について考えてみませんか。

「「「「「「「「「「ジジジジジジジジジジュュュュュュュュュュリリリリリリリリリリーーーーーーーーーー＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆ジジジジジジジジジジュュュュュュュュュュリリリリリリリリリリアアアアアアアアアア」」」」」」」」」」上上上上上上上上上上映映映映映映映映映映「ジュリー＆ジュリア」上映会会会会会会会会会会会
　伝説の料理研究家と現代を生きるＯＬ、悩める
２人の女性の人生が料理を媒介に時を超えて重な
りあうさまを実話をもとにハートフルに描いた映
画「ジュリー＆ジュリア」を上映します。
日６月２５日㈮午後２時３０分〜４時３０分、午後６時〜８時
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、在勤、在学のかた、各回先着３０名
託生後３か月〜就学前の幼児、各回先着６名（要
予約、おやつ・飲み物等持参）
申６月３日㈭午前９時から電子申請に必要事項と特記事項を明記又は電話で
市民相談・交流課へ
特記事項希望する回、年齢、性別、託児希望のかたは幼児名（ふりがな）・年齢（月齢）
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女性の生き方をテーマにした映画


