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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）

★運動公園プールは今年は開設しません。
※８月１０日時点の情報です。今後変更となる場合があります。

休館日開館時間施設名
月曜日午前９時〜午後７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）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」
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　いつもの道にも歴史あり。市内の見
どころを観光ガイドと一緒に巡り、東
村山の魅力を再発見しませんか。
日９月１２日日午前９時３０分集合〜午後
０時３０分解散（小雨決行）
集合場所金山神社（東村山駅西口発西
武バス立川駅北口行金山神社前下車）
人先着１０名
コース金山神社（集合）〜廻田緑道〜
廻田文化センター〜武藤良由碑〜松の
木坂〜松林庵観音堂〜経文橋〜おんだ
し坂〜東村山駅（解散）
 

 ８月１７日火午前１０時から電話又は
直接サンパルネ内「産業・観光案内コー
ナー」（ワンズタワー２階、☎３９５−
５１１０）へ（月曜日を除く）
 

　紙バンドを材料に、あじろ模様のか
ごを作ります。
日９月１２日日午前１０時〜正午、午後１
時３０分〜３時３０分
場八国山たいけんの里（野口町３−４８
−１）
人小学５年生以上のかた、各回先着８
名
費５００円（材料費）
 ８月２２日日午前９時３０分から電子
申請又は電話で八国山たいけんの里（☎
３９０−２１６１）へ
 

体体体体体体体体体 験験験験験験験験験
市内観光ミニツアー

松林庵観音堂
申問

あじろ編みのかご作り

申問

 

　醤油やソース、スパイスを乗せる回
転する台を作ります。
日９月１１日土・１８日土・１９日日・２６日
日午前９時３０分〜１１時３０分
場とんぼ工房（秋津町４−１７−１秋水
園内）
※１９日は美住リサイクルショップ「夢
ハウス」（美住町２−１１−３２）で開催
人市内在住の小学生以上のかた、各日
先着４名（小学生は保護者同伴）
費５００円（材料費）
持マスク
サイズ横１５㎝×奥行１５㎝×軸高さ２３㎝
※材料の持ち込みはできません。
※道具は貸与します。（持ち込み可）
 ８月２０日金以降の祝日を除く金、
土、日、月曜日午前１０時〜午後４時に
電話でとんぼサポーター２（☎０８０−
５６４９−３８４４）へ
 

 

 

　相手も自分も尊重して、自分の言い
たいことを伝えるアサーティブコミュ
ニケーションの手法を一緒に学び、面
接の場面や家庭で活用しましょう。
日９月１４日火午後１時〜３時３０分
場市民センター２階
人就職活動中又はこれから働きたいと
考えている女性のかた、先着５０名
※受講には東京しごとセンター多摩の
利用登録が必要です（当日登録可）。
講山本浩子氏（キャリアコンサルタン
ト）
託生後３か月〜就学前の乳幼児、先着
６名（要予約、おやつ・飲み物等持参）
申８月１６日月から電話で同センター女
性しごと応援テラス多摩ブランチ（☎
０４２−５２９−９００３）へ
就業個別相談会（セミナー終了後開催）
人先着１２名

とんぼ工房　月替わり木工教室
「卓上回転調味料台」

申問

講講講講講講講講 座座座座座座座座 ・・・・・・・・ 公公公公公公公公講 座 ・ 公 演演演演演演演演演
女性のための再就職支援
セミナー＆個別相談会in東村山

イベント
※１名３０分以内（事前予約制）
問市民相談・交流課
 

　縄文人が弓の材料として利用したイ
ヌガヤやマユミについての講義後、八
国山と下宅部遺跡はっけんのもりを歩
きながら植物を観察し、縄文人の生活
や暮らしぶりを探っていきます。
日９月１８日土午後１時３０分〜３時３０分
場八国山たいけんの里（野口町３−４８
−１）
人小学５年生以上のかた、先着２０名
費１００円（資料代ほか）
 ８月１８日水午前９時３０分から電子
申請又は電話で八国山たいけんの里（☎
３９０−２１６１）へ
 

　華やかで不思議なイリュージョンと
ハラハラドキドキのジャグリングをお
届けします。
日９月１８日土午後２時開演（午後１時
３０分開場）
場中央公民館（本町２−３３−２）
人先着２００名
費３歳〜小学生５００円、中学生以上
１,０００円
チケット予約８月１７日火午前９時から
各公民館窓口で予約開始
※中央公民館のみ電話予約を８月１８日
水午前９時から受け付けます。
託１歳〜就学前の幼児、先着４名（要
予約、おやつ・飲み物等持参）
問中央公民館（☎３９５−７５１１）
 

　公民館では「笑顔つながる東村山」
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。
日９月２５日土午後２時開演（午後１時
３０分開場）
場富士見公民館（富士見町５−４−５１）
人先着６０名
入場料１,０００円（全席指定）
出演者三笑亭夢花ほか
 

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）
チケット予約９月１日水午前９時から
中央・富士見公民館窓口で予約開始
（１人２枚まで）

考古と自然のコラボ講座
縄文人の弓　イヌガヤとマユミ

申問

自主公演事業
「アリスイリュージョン
マジックショー」

東村山土曜寄席in富士見

※中央公民館のみ電話予約を受け付け
ます。
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）
 

　市では、若い世代にまちや人の魅力
を伝えるために、市民の皆さんと一緒
に情報発信に取り組みたいと考えてい
ます。これに伴い、見る人に伝わる写
真を撮るコツを学ぶ講座を開催します。
「ひきつける写真」の撮り方をプロか
ら学び、ＳＮＳ等を通してより多くの
人に魅力的な情報を伝える方法を身に
つけましょう。
日９月２５日土午前１０時〜１１時３０分
場スポーツセンター２階「大会議室」
人市内在住・在勤・在学の高校生〜４０
歳代のかた、１５名
※応募者多数の場合は抽選
※今後、市の情報発信に関する活動に
参加できるかは問いません。
講田島ふみえ氏（街の写真館東村山　
写真家）
持カメラ、スマートフォン等の撮影が
できる機材
★新型コロナウイルス感染拡大の状況
により、オンライン開催に変更する場
合があります。詳細は参加者へ連絡し
ます。
 電子申請、電話又はＥメールに必
要事項を明記し、８月１６日月〜３１日火
にシティセールス課（citysales@m０１. 
city.higashimurayama.tokyo.jp）へ
 

 

　新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、衣類・陶器の引き取りを事前申
込制で開催します。
日９月１２日日午前１０時〜１０時３０分、午
前１０時３０分〜１１時、午前１１時〜１１時３０
分、午前１１時３０分〜正午
場美住リサイクルショップ「夢ハウス」
駐車場（美住町２−１１−３２）
※雨天等の場合は同ショップ内の活動
室で開催
人市内在住のかた、各回先着５名
内１人につき衣類陶器を合わせて１５点
まで
※バッグの引き取りは行いません。
 ８月１６日月午前９時から電話で同
ショップ（☎３９４−１１４１）へ
 

　資料整理のため、ふるさと歴史館お
よび毎週水曜日に開設している「地域
サービス窓口」が休みとなります。
日９月１日水〜３日金
問ふるさと歴史館（☎３９６−３８００）

プロに学ぶ「誰でも撮れる、
ひきつける写真を撮るコツ」

申問

耳耳耳耳耳耳耳耳よよよよよよよよりりりりりりりりガガガガガガガガイイイイイイイイ耳よりガイドドドドドドドドド
衣類・陶器の引き取り

申問

ふるさと歴史館臨時休館

　民法改正により成年年齢の引き下
げが令和４年４月１日に施行され１８
歳が成人となります。
　成人になるとは自由度が高くなる
ということです。しかし合わせて責
任も重くなります。
成人になり行えるようになること
　例えば、１人でクレジットカード
を作成できる、１人でローンを組ん
で自動車を購入できる、１人で携帯
電話を購入できる、１人暮らしのア
パートを借りることができる、１０年
有効パスポートの取得、国家資格の
取得、親の同意なく結婚ができるこ
となどです。
　ただし、飲酒、喫煙、競馬・競輪
等は改正前と同様に２０歳まで行うこ
とはできないので注意してください。 

成人になることの注意点
　未成年者契約の取り消しができな
くなります。また、１人で契約でき
ることにより契約の責任をすべて１
人で背負わなければなりません。さ
らに、悪意ある勧誘のターゲットに
なる危険性や悪質商法などによる消
費者被害に注意が必要です。契約を
する際には慎重に進めましょう。関
心がなければきっぱりと断ることも
重要です。
　クレジットカードを作成する際に
は自分が支払える金額を守って作成
しましょう。クレジットカードで決
済することは借金をすることと同じ
です。使い過ぎや決して支払えない
額で契約してはいけません。困った
時は消費生活センターに相談してく
ださい。

令和４年４月１日から１８歳に成
年年齢が引き下げられます！

コラム
消費生活
センター

相談受付　午前９時〜正午
　　　　　午後１時〜４時
電話　395−8383（直通）


