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公共施設利用・イベント参加の際は、ソーシャルディスタンスの確保、マスクの着用、手洗い・手指の消毒、３密を避けての行動をお願いします。

施設名 開館時間 休館日
公民館（全 5館） 午前 9時～午後10時 月曜日

図書館

中　央 午前 9時30分～午後 8時
（土・日・祝日は午後 5時まで）

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

富士見
午前 9時30分～午後 5時
（木曜日は午後 7時まで）萩　山

廻　田

秋　津 午前 9時30分～午後 5時
（水・金曜日は午後 7時まで）

ふるさと歴史館 午前 9時30分～午後 5時
※入館は午後 4時30分まで

月・火曜日
※祝・休日の場合は開館し翌日が休館八国山たいけんの里

美住リサイクルショップ
「夢ハウス」 午前 9時～午後 5時 水曜日、祝日

※表に記載がない施設は、各施設にお問い合わせください。

（臨時休館、年末年始等は別途お知らせします）施 設 開 館 時 間

講 座 ・ 公 演
北多摩北部市民交流事業講演会
「高次脳機能障害と共に成長す
る」

　高次脳機能障害とともに生きる若年
世代に対する支援について考えます。
日 1 月28日㈯午後 1時～ 4時（午後 0
時30分開場）
場小平市民文化会館「ルネこだいら」
（小平市美園町 1－ 8－ 5）
※手話通訳、車いすスペースあり
人先着120名
内講基調講演「高次脳機能障害におけ
るコミュニケーション支援」＝立石雅
子氏（日本言語聴覚士協会副会長）、トー
クセッション「高次脳機能障害と共に
成長する－若年当事者と家族の歩み－」
申 1 月20日㈮までに西東京市ホーム
ページの申し込みフォーム又はファク
ス、電話で同市障害福祉課（FAX042－
466－9666、☎042－420－2805）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
※講演会の様子は後日配信でもご覧に
なれます。希望するかたは事前の申し
込みが必要です。
問障害支援課

東村山考古学講演会「縄文遺跡
を探る！護る！活かす！」
第 1回下野谷遺跡を探って、
護って、活かす－したのや縄文
里山プロジェクト－

　多摩地域北部にある国指定の縄文時
代遺跡の調査研究成果と、それに基づ
いた遺跡の保存と活用についての講演
会を行います。
日 1 月29日㈰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100円（資料代）
講亀田直美氏（西東京市教育委員会職
員）
申問 1 月 5 日㈭午前 9時30分からHPの
申し込みフォーム又は電話でふるさと
歴史館（☎396－3800）へ

ワーク・ライフ・バランス推進
講座「パパの家庭進出が東村山
を変えるのだ！」

　男性の家庭参画について、一緒に楽
しく考えてみませんか。
日 1 月29日㈰午後 1時30分～ 3時30分
場中央公民館
人市内在住・在勤のかた、先着20名
講前田晃平氏（内閣官房こども家庭庁
設立準備室参事官補佐）
託満 3か月～就学前の幼児、先着 4名
程度（要予約、おやつ・飲み物等持参）
申 1 月 5 日㈭から電子申請又は電話で
市民相談・交流課へ
※新型コロナウイルス感染予防のため
当日は検温と健康状態の確認を行います。
問市民相談・交流課

体 験
かめのこ学級のみんなと体験
スポーツ「リアル野球盤」

　室内で誰でも簡単にプレーできる野
球ゲーム「リアル野球盤」を知的障害
のあるかたと一緒に楽しみます。
日 2 月12日㈰午前10時～正午
場中央公民館
人市内在住・在勤・在学のかた、 9名
※応募者多数の場合は抽選
講かめのこ学級指導員ほか
持室内用運動靴、タオル、飲み物
※動きやすい服装で
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、 1月25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
問中央公民館（☎395－7511）

八国山たいけんの里
自然観察会（ 1～ 3月）

日内
① 1月28日㈯午前10時～正午＝冬の八
国山緑地で自然観察のコツを学ぶ
② 2月25日㈯午後 1時30分～ 3時30分
＝北山公園と八国山緑地で冬の野鳥を

観察しよう
③ 3月25日㈯午前10時～正午＝早春の
八国山緑地で自然観察のコツを学ぶ
※雨天中止、 1回からの参加可
集合場所八国山たいけんの里（野口町
3－48－ 1 ）
人先着15名（小学生以下は保護者同伴）
費50円（保険代）
持飲み物、雨具、筆記用具、ルーペ等
必要なもの
申問① 1 月14日㈯、② 2 月11日㈷、
③ 3月11日㈯午前 9時30分から電子申
請又は電話でたいけんの里（☎390－
2161）へ

耳よりガイド
小学校社会科見学対応展示
むかしの暮らしと道具

　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、その当時に使われ
ていた生活道具や写真等を展示します。
日 1 月12日㈭～ 3月 5日㈰
※平日の午前中は社会科見学で小学生
が団体で来館している場合があります。
場問ふるさと歴史館（諏訪町 1－ 6－
3、☎396－3800）

イベント

　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（竹村元宏団
長以下113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。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～武蔵野線通り～さくら
通り（都市計画道路 3・4・27号線）
～東村山駅東口駅前交差点～府中街
道～野口橋～新青梅街道～栄町 1丁

目交差点～都道226号～青葉町 2 丁
目交差点～鷹の道～東村山税務署～
東村山市役所前～ほんちょう保育園
～東村山青色申告会館前～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～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HPをご覧ください。
★新型コロナウイルス感染症の状況
により中止する場合があります。
問防災防犯課

東村山市消防団出初式東村山市消防団出初式

1 月の児童館
富士見児童館　☎397－1152

くまくまおはなし
会 1・ 2・ 3 ＆す
くすく工作

10日㈫午前10時30分～
11時

卓球 10日㈫・24日㈫午後 4
時～ 4時30分

おもちゃの病院

16日㈪午後 1 時30分～
2時30分
※おもちゃは14日㈯ま
でに富士見児童館（富
士見町 5 － 4 －51）へ
お持ちください。
※日曜・祝日を除く

栄町児童館　☎397－1151

将棋教室 7 日㈯・21日㈯午前10
時～11時30分

身長・体重の計測
と手形・足形スタ
ンプ

24日㈫午前10時30分～
11時45分

秋津児童館　☎397－1150

足形＆体重測定
12日㈭・13日㈮午前 9
時30分～正午、14日㈯
午前10時～11時30分

ねぞうアート 19日㈭・20日㈮午前 9
時30分～正午

本町児童館　☎397－1154

絵本ひろば
12日㈭午前11時～11時15
分
人先着15名（当日受付）

おもちゃの病院 18日㈬午前10時～正午（午
前11時まで受付）

赤ちゃんとママの
おしゃべりひろば

25日㈬午前11時～11時30
分
人先着15組
申23日㈪午前10時から電
話又は直接本町児童館（本
町 4－19－26）へ

北山児童館　☎397－1153

将棋教室 14日㈯・28日㈯午前10時
～11時30分

牛乳パック電車作
り

27日㈮午前10時30分～11
時30分
人先着 3組
申16日㈪午前10時から電
話又は直接北山児童館（野
口町 3－26－ 2 ）へ

※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」→「児童館の案内」
→「行事案内」→「今月の行事（日付順）」へ
アクセス）をご覧ください。

日 1 月10日㈫ 午前10時～正午


