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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

−イベント−
 

 

　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
等で構成するバンド等が一堂に会する
「ヤングライブフェスティバル」に参
加するグループを募集します。
日平成２９年２月１９日日午前１０時開演
場富士見公民館（富士見町５−４−５１）
人多摩六都に在住・在勤・在学のおお
むね１５〜２５歳のかたで構成するバンド
等（音楽のジャンルは問いません）、１５
組程度
※応募者多数の場合は抽選
※ほかの年代のかたもゲストとして参
加できます。
申電話又は社会教育課（いきいきプラ
ザ４階）等で配布している申込書に必
要事項を明記し、１２月５日（必着）ま
でに郵送、ファクス又は直接社会教育
課（思３９７−５４３１）へ
※詳細は市ホームページの「広報ナビ」
をご覧ください。
主催多摩六都ヤングライブフェスティ
バル実行委員会ほか
問社会教育課
 

 

　布の絵本は、障害のあるお子さんが
楽しみながら手指の機能訓練ができる
ように、布で作られた絵本や遊具です。
　布の絵本プレイルームでは布の絵本
や遊具を使って、自分のペースでゆっ
くり遊ぶことができます。ミニおはな
し会も行います。
　ボランティアがサポートしますので、
兄弟一緒の参加もできます。
日１１月１９日土午前１０時〜１１時３０分
場秋津公民館（秋津町２−１７−１０）
人困り感や障害のある小学生以下のお
子さんと保護者・同行者
申不要、直接会場へ
協力布の絵本サポーターズ、乳幼児へ
の読み聞かせボランティア
問秋津図書館（☎３９１−０９３０）
 

　宮沢賢治の童話などを、すてきな布
装で文庫サイズの本に仕立てます。希
望者は白紙の本を選ぶこともできます。
日１１月１８日金・２５日金午後１時３０分〜
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多摩六都
「ヤングライブフェスティバル」
参加グループ募集
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困り感や障がいのある
お子さんのための
布の絵本プレイルーム

製本講習会「自分だけの本を
作ってみませんか」

４時（全２回）
場廻田公民館（廻田町４−１９−１）
人全２回参加できるかた、先着１２名
費６００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
 １１月４日金午前９時３０分から電子
申請、電話又は直接廻田図書館（☎３９２
−２３３４）へ
 

 

　ニュースポーツ「ドッヂビー」と全
身を使う運動をします。
日１２月３日土・１０日土午前９時３０分〜
１１時（全２回）
場スポーツセンター
※なるべく公共交通機関又は徒歩、自
転車でお越しください。
人市内在住の小学１・２年生、３０名程度
講東京ドームスポーツトレーナー
持室内用運動靴、汗拭きタオル、飲み
物等
※運動のできる服装で
申直接（返信用はがき持参）又は往復
はがきに必要事項と特記事項を明記し、
１１月１５日（消印有効）までにスポーツ
センター（〒１８９−０００３久米川町３−３０
−５）へ
特記事項年齢・学校名・学年
※参加決定は、１１月１７日木以降に通知。
定員に満たない場合は同日午後１時か
ら電話で受付（先着順）
★受講時に介助が必要なかたは事前に
ご相談ください。
※詳細は市ホームページの「広報ナビ」
をご覧ください。
問スポーツセンター（☎３９３−９２２２）
 

日１２月１日〜１５日の毎週木曜日、午前
１０時〜１１時３０分（全３回）
場スポーツセンター
人市内在住・在勤のかた、７０名程度
内ストレッチ、リズム体操など
※運動のできる服装で
申直接（返信用はがき持参）又は電子
申請、往復はがきに必要事項と特記事
項を明記し、１１月１５日（消印有効）ま
でにスポーツセンター（〒１８９−０００３久
米川町３−３０−５）へ
特記事項性別・年齢
※参加決定は、１１月１７日木以降に通知。
定員に満たない場合は同日午後１時か
ら電話で受付（先着順）
★受講時に介助が必要なかたは事前に
ご相談ください。
問スポーツセンター（☎３９３−９２２２）
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子どもワクワク運動教室

元気に過ごそう「健康体操」

 

日１２月６日火・１６日金午後１時〜３時
場スポーツセンター
※なるべく公共交通機関又は徒歩、自
転車でお越しください。
人市内在住・在勤のかた、各日１５名程度
内エクササイズ・マシントレーニング
などの運動指導、身体計測、健康指導、
施設紹介
※運動のできる服装で
※人数により内容を変更する場合あり
講東京ドームグループほか
申電子申請、電話、直接又は往復はが
きに必要事項と年齢を明記し、１１月１５
日（消印有効）までにスポーツセンター
（〒１８９−０００３久米川町３−３０−５）へ
※参加決定は１１月１７日木以降に通知。
定員に満たない場合は同日午後１時か
ら電話で受付（先着順）
★受講時に介助が必要なかたは事前に
ご相談ください。
※詳細は市ホームページの「広報ナビ」
をご覧ください。
問スポーツセンター（☎３９３−９２２２）
 

 

　身近な「多文化共生・男女共同参画」
をテーマにした講座や、女性のための
相談会を開催します。
　ほかにも、ＤＶ防止啓発パネルや多
文化共生・男女共同参画関連図書の展
示、ＤＶＤの上映などを行います。無
料でヨーヨー釣りもできますので、気
軽にお越しください。
日１１月１２日土午前１０時〜午後４時
場多文化共生・男女共同参画推進交流
室（中央図書館北側）
申不要、直接会場へ
男女共同参画推進講座
「ラテンのリズムでストレッチ」
　単調になりがちな運動をラテンの音
楽にのせて行い、日頃の仕事や家事な
どで蓄積された疲労やストレスの解消
を図ります。
日１１月１２日土午後１時３０分〜３時
人先着５名程度
講アイダ稲垣氏（アイダダンススタジ
オ・ミ・ティエラ主宰）
持靴下、タオル、飲み物
女性のための悩み相談会
　専門の女性相談員が、どんな悩みで
も無料で相談を受けます。
日１１月１２日土午前１０時〜午後３時３０分
※詳細は市内公共施設で配布する「交

スポーツ医科学室事業
健康寿命をのばそう
「健康トレーニング体験会」

ままままままままつつつつつつつつりりりりりりりり・・・・・・・・集集集集集集集集まつり・集いいいいいいいいい
多文化共生・男女共同参画推進
交流室フェスタ

流室フェスタ」のチラシ又は市ホーム
ページの「広報ナビ」をご覧ください。
問市民相談・交流課
 

　英会話講座、中国語講座、韓国語講
座、日本語教室を受講しているかたが、
各言語でスピーチを行います。
　さまざまな言語でのスピーチと多文
化共生の雰囲気をお楽しみください。
日１１月２６日土午後２時〜４時３０分
場市民センター２階
申不要、直接会場へ
協力国際友好協会、日中友好協会、地
球市民クラブ
問市民相談・交流課
 

 

　クリーニング済みのまだ着ることが
できる衣類、未使用の陶器、新品同様
のバッグ・靴の引き取りをします。
日１１月１３日日、１２月１１日日午前１０時〜
正午
※毎月第２日曜日に実施しています。
申不要、直接会場へ
主催美住リサイクルショップ運営委員
会
 美住リサイクルショップ「夢ハウ
ス」（美住町２−１１−３２、☎３９４−１１４１）
 

　金曜日の夜は、久米川でジャズを
バックミュージックに大人の時間を過
ごしませんか。
日１１月１８日金午後５時３０分〜８時
※雨天中止
場久米川駅北口駅前広場
※駐車場はありません。自転車で来場
するかたは周辺の駐輪場をご利用くだ
さい。
※詳細は市ホームページの「広報ナビ」
をご覧ください。
主催久米川駅まちづくり研究会
問市街地整備課
 

　秋津公民館利用団体の交流を目的に
懇談会を開催しますので、ぜひお越し
ください。
日１１月２８日月午前１０時〜正午
場秋津公民館（秋津町２−１７−１０）
申不要、直接会場へ
問秋津公民館（☎３９１−６１６６）

多文化共生　交流室フェスタ
語学学習者によるスピーチ大会
「日本語を話す外国のひと、
外国語を話す日本のひと」
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衣類・陶器・バッグ・
靴の引き取り
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第２回秋津公民館利用者懇談会

11月 の 児 童 館
北山児童館　☎３９７－１１５３秋津児童館　☎３９７－１１５０

７日月午前１１時〜正午おや子体操１４日月午前１１時〜１１時３０分おや子体操

１２日土・２６日土午前１０時〜
１１時４５分将棋教室２４日木午前１１時〜１１時３０分おはなし会

本町児童館　☎３９７－１１５４栄町児童館　☎３９７－１１５１
１日火午前１０時４５分〜１１時
４５分、午後３時〜４時３０分トランポリン９日水・１６日水・３０日水午

前１０時〜正午
キッズサーキッ
ト

２日水午後１時〜３時（午
後２時まで受付）

おもちゃの病院
２１日月午前１１時〜１１時３０分おはなし会

１６日水午前１０時〜午後２時
（午後１時まで受付）富士見児童館　☎３９７－１１５２

１０日木午前１１時〜１１時３０分絵本ひろば９日水午後３時３０分〜４時小学生おはなし
会

※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」→「各児童館」へ
アクセス）をご覧ください。

１２日土・２６日土午前９時３０
分〜正午子ども囲碁教室

２１日月午後１時３０分〜２時
３０分おもちゃの病院

　リオ大会の閉会式で東京都に引き
継がれたオリンピック・パラリンピッ
クフラッグが都内全区市町村を巡る
「フラッグツアー」が開催されてい
ます。
　東村山市では、市民産業まつりの
セレモニーで両旗が引き継がれます。
引き継がれたフラッグは、いきいき
プラザ１階ロビーで展示します。
セレモニー
　オリンピック又はパラリンピック
出場経験者を迎え、当市へオリン
ピック・パラリンピックフラッグが

引き継がれます。
日１１月１３日日午前１０時〜１０時３０分
場市役所本庁舎周辺（東村山市民産
業まつり内）
展示
　オリンピック・パラリンピックフ
ラッグを中心に、フラッグツアー関
係の内容を展示します。
日１１月２１日月〜２５日金
※祝日を除く
場いきいきプラザ１階ロビー
問企画政策課

−世界を応援する準備をはじめよう−世界を応援する準備をはじめよう−−
東京２０２０オリンピック・パラリンピックフラッグツア東京２０２０オリンピック・パラリンピックフラッグツアーー


