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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
第16回多摩六都ヤングライブ
フェスティバル

　多摩六都（東村山市・小平市・清瀬
市・東久留米市・西東京市）の青少年
で構成するバンドが一堂に会し、日頃
の練習の成果を発表します。
日 2 月12日㈰午前10時開演（午前 9時
30分開場）
場中央公民館（本町 2－33－ 2 ）
主催多摩北部都市広域行政圏協議会、
多摩六都ヤングライブフェスティバル
実行委員会
※詳細はHP又は社会教育課で配布する
チラシやプログラムをご覧ください。
問社会教育課

東村山考古学講演会「縄文遺跡
を探る！護る！活かす！」
第 2回下布田遺跡のなぞ
発見する楽しさを伝えるために

　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
を行います。
日 2 月26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）
講立川明子氏（調布市郷土博物館学芸
員）
申問 2 月 3 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

市民講座
①簡単で美味しい大人気スイーツとリ
メイク料理教室
　初心者でも簡単に作れるマフィン等
のスイーツ作りや、夕食等で残った料
理をさらにおいしくするリメイクレシ
ピに挑戦します。
日
○簡単スイーツ教室＝ 3月 4日㈯・18
日㈯午後 7時～ 8時30分
○リメイク料理教室＝ 3月 8日㈬・22
日㈬午後 7時～ 8時30分
※ 1回からの参加可
費各回800円（材料費）
講藤平美優氏（パンとお菓子教室
「Miyupan」代表）ほか
持エプロン、三角巾、持ち帰り用の袋、

タッパー
②はじめてのＺＵＭＢＡ
　汗を流してリフレッシュとカロリー
消費を実感できるダンスです。簡単な
振り付けなので初心者でも楽しめます。
日 3 月 7 日～28日の毎週火曜日午後 7
時30分～ 9時（全 4回）
※21日㈷を含む
講陣野孝徳氏（リーボックジャパン公
認インストラクター）
持室内運動靴、タオル、飲み物
※動きやすい服装で
①②共通
場中央公民館
人市内在住・在勤・在学のかた、①20
名、②30名
※応募者多数の場合は抽選
申電子申請又は往復はがきに必要事項
を明記し、2 月17日（必着）までに中央
公民館（〒189－0014本町 2－33－ 2）へ
問中央公民館（☎395－7511）

東村山土曜寄席in富士見
　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 3 月11日㈯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100名
内1,000円（全席指定）
出演者桂伸衛門ほか
チケット予約 2 月 7 日㈫午前 9時から
富士見・中央公民館窓口で予約開始
※中央公民館のみ 2月 8日㈬から電話
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）

募 集
第30回東村山市民文化のつどい
参加者募集

　市民文化のつどいに参加を希望する
団体・個人を募集します。
開催日 5 月27日㈯・28日㈰、 6月 3日
㈯・ 4日㈰
場中央公民館（本町 2－33－ 2 ）
募集内容ホール部門、展示・集会部門、
体験コーナー
費2,000円（事務費）
※そのほか分担金あり
申込書社会教育課（いきいきプラザ 4
階）および各公民館で配布又はHPから
ダウンロード
申申込書に必要事項を明記し、 2月20
日㈪までに直接同課へ
★ 3 月 6 日㈪午後 7 時から市民セン
ターで開催する第 1回実行委員会に必
ず参加してください。
主催ＮＰＯ法人東村山市文化協会
後援東村山市
問同協会・酒井（☎080－5009－8946）、
市・社会教育課

体 験
木の豆皿づくり

　小刀や彫刻刀を使い、木の板を削っ
て小さいお皿を作ります。
日 2 月19日㈰午前10時～午後 1時
場八国山たいけんの里（野口町 3－48
－ 1 ）
人中学生以上のかた、先着 8名
費600円（材料費）
持滑り止め付きの軍手（お持ちのかた）
※エプロン又は汚れてもいい服装で
申問 2 月 4 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

まつり・集い
フリーマーケット・フード
ドライブの開催と出店者募集

　フリーマーケットとフードドライブ
を同時開催します、
日 3 月 5 日㈰午前10時～午後 1時
※雨天中止、中止の場合は当日午前 8
時までに市ホームページでお知らせし
ます（フードドライブは雨天決行）。
場美住リサイクルショップ「夢ハウス」
駐車場
※車での来場はご遠慮ください。
フードドライブ
　家庭で眠っている食品がありました
らフードドライブにご協力ください。
対象品目白米、パスタ、インスタント・
レトルト食品、缶詰、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
※種類や状態により受け取れない場合
があります。
対象とならないもの
○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）
○瓶詰め食品、生鮮食品
○開封済みのもの
○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

フリーマーケット出店者募集
人市内在住のかた
募集区画20区画
出店料無料
申往復はがき又はHPの申し込みフォー
ムに必要事項と搬入方法を明記し、 2
月13日（必着）までに美住リサイクル
ショップ「夢ハウス」（〒189－0023美
住町 2－11－32）へ
※応募者多数の場合は 2月16日㈭午後
2時から「夢ハウス」で公開抽選
※応募は 1グループにつき 1回のみ
主催同ショップ運営委員会
問フリーマーケットについて＝同
ショップ「夢ハウス」（☎394－1141）、
フードドライブについて＝ごみ減量推
進課

耳よりガイド
学校給食展示会

　市では、地場野菜や郷土食を活用し
た料理や、国際理解を深めるために世
界各国の料理を取り入れた給食を提供
しています。
　「安心・安全でおいしい学校給食」
をテーマに各校の特色ある献立や食育
の取り組みをパネル展示等で紹介しま
す。
日 2 月21日㈫～24日㈮午前 9時～午後
4時30分
場中央公民館（本町 2－33－ 2 ）
問学務課

イベント

　展示内容のリニューアルに伴い、
次の期間中は収蔵展示室を閉鎖し
ます。
日 2 月 5 日㈰～ 3月17日㈮
場八国山たいけんの里（野口町 3
－48－ 1 ）
問たいけんの里（☎390－2161）

八国山たいけんの里
収蔵展示室閉鎖


