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人市内在住の小学生と保護者、先着２５
名
持昼食、飲み物
申７月４日火午前９時〜１
１日火午後５
時に電話で環境・住宅課へ
問環境・住宅課

イベント
体

験

北山公園外来種防除イベント
「ウシガエル＆ザリガニ捕獲
大作戦」
北山公園の自然環境を守るため、北
山公園に生息する希少生物に悪影響を
与えている外来種を防除するイベント
を実施します。
専門家の指導のもと、ウシガエルと
アメリカザリガニを捕獲します。
日７月３０日日午前１
０時〜正午
※荒天の場合８月５日土に延期
場北山公園（野口町４−５
０）
人小学生以上
（小学生は保護者同伴）
、
５
０
名
※応募者多数の場合は、７月１
４日金午
後１時３０分から「北山公園管理棟前」
で公開抽選
申電子申請又は往復はがきに必要事項
と年齢を明記し、７月１
３日（必着）ま
でにみどりと公園課へ
※団体での申し込みはできません。
※家族に限り、参加者全員の氏名・年
齢を明記することで、１回の電子申請
又は１枚の往復はがきで申し込めます。
問みどりと公園課

リサイクル講習
「椅子に座って編む草履作り」
日７月２
１日金・２
３日日午前１０時〜午後
３時３
０分（全２回）
場美住リサイクルショップ「夢ハウス」
人市内在住で全２回参加できるかた、
８名
費３０
０円（材料費）
持本体１足分として幅８㎝長さ９
０㎝の
綿布等を１４本（浴衣、布団側、シーツ
等不要になった綿布等を裂いた状態の
もの）、裁縫道具（しつけ糸、針等）
、
物差し、はさみ、筆記用具、軽食
申電子申請又は往復はがきに必要事項
を明記し、７月１０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２−１
１−３
２）へ
※応募者多数の場合は７月１
３日木午後
２時から美住リサイクルショップ「夢
ハウス」で公開抽選
主催美住リサイクルショップ運営委員
会
問美住リサイクルショップ「夢ハウス」
（☎３９４−１１４１）

幼児の布の絵本プレイルーム
布の絵本とは、小さなお子さんが楽
しく遊べる、布で作られた「絵本＋遊
具」です。親子でお楽しみください。
日７月１９日水午後２時〜３時３０分（時
間内出入り自由）
場中央図書館（本町１−１−１
０）
人市内在住の３歳〜就学前の幼児と保
護者、先着１５組
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市報

工場と植物公園見学
ぜひ親子でご参加ください

申７月４日火午前９時３
０分から電話又
は直接中央図書館へ
協力布の絵本サポーターズ
問中央図書館（☎３
９
４−２９
００）

講 座 ・ 公 演
「ころころの森」
ジュニアサポーター講座
命の大切さを学び、赤ちゃんと触れ
合う子育て支援ボランティアをしませ
んか。講座を受講すると、ジュニアサ
ポーターとして、
「ころころの森」でボ
ランティア活動ができます。
０時〜正午（全４回）
日内各回午前１
○７月２５日火＝オリエンテーション、
「いのち」の読み聞かせ
○８月３日木＝赤ちゃんの発達と遊び
について
○８月４日金＝赤ちゃんと命
○８月２
２日火・２３日水・２５日金のいず
れか１日＝「ころころの森」でボラン
ティアの実践
場子育て総合支援センター「ころころ
の森」
（野口町１−２
５−１５）
人全４回出席できる市内在住の小学５
年〜中学３年生、抽選２
０名
費３
０
０円（保険代）
講ころころの森スタッフ、紙芝居サー
クル、助産師、臨床発達心理士ほか
申申込書に必要事項を明記し、７月７
日金〜１
４日金午前１０時〜午後４時に直
接「ころころの森」へ
※日・月曜日を除く
※チラシと申込書は「ころころの森」
にあるほか、市立小・中学校を通じて
配布されます。
問「ころころの森」
（☎３９
５−７２
８０）

募

集

バスで行く「親と子の環境教室」
参加者募集
東村山市、東大和市、清瀬市、武蔵
村山市の４市で構成する空堀川水環境
確保対策会では、環境問題について関
心を深めることを目的に、
「親と子の環
境教室」を開催します。
日７月２
６日水午前７時３
０分（集合）〜
午後５時（解散予定）
集合場所市民センター駐車場
場がすてなーにガスの科学館
（江東区）
、
東京都水の科学館（江東区）

人対象・定員

ブリヂストン小平とＪＡＸＡ調布航
空宇宙センター、神代植物公園を見学
します。製品ができるまでの仕組みや
自然生態を親子で学びませんか。
日８月３木午前９時（集合）〜午後５
時（解散予定）
集合場所北庁舎駐車場
人小学生と保護者
（原則２名１組）、抽
選１５組
費公園の入場料（子どもは無料）
持昼食（現地に食堂あり、自己負担）
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、７月１
８日（必着）
までに市民相談・交流課へ
特記事項お子さんの名前（ふりがな）
・
年齢・性別
※施設の都合により、見学場所を変更
することがあります。
問市民相談・交流課

夏休み
「中学生のお弁当作り」
市では、
「食育」について考える取り
組みとして、中学生のお弁当作りを開
催します。スクールランチ（中学校給
食）のお弁当容器を用いて、自ら考え
た献立とスクールランチの地場野菜を
取り入れたおかずを組み合わせて調理
します。アイデア料理や人気の給食メ
ニューなど、手作りのお弁当を仲間と
一緒に作りませんか。
日８月８日火・９日水・１０日木午前９
時３０分〜午後１時、いずれか１日
場いきいきプラザ２階「調理室」
人市内在住・在学の中学１〜３年生で
４名１組で参加できるかた、各日抽選
４組１６名
申往復はがきに代表者が必要事項と特
記事項を明記し、７月１
８日（消印有効）
までに学務課へ
特記事項希望日（第２希望まで）
・参加
者全員の氏名（ふりがな）
・学校名・学
年
事前説明会
当選したかたは、事前説明会に必ず
出席してください。
日７月２
６日水午前１０時から

場北庁舎１階「第２会議室」
問学務課

グリーンカーテンコンテスト
参加者募集
ゴーヤ等のつる性植物を窓辺にはわ
せたグリーンカーテンを作り、涼しい
夏を過ごしませんか。今夏、ご自宅や
事業所等に作ったグリーンカーテンの
写真をご応募ください。
人平成２９年度夏季において、つる性植
物によるグリーンカーテンを設置した
かた
部門個人部門（市内の自らが居住する
住宅に設置）
、団体部門
（市内の事業所、
学校、施設等に設置）
応募用紙配布場所環境・住宅課、情報
コーナー（本庁舎１階）、各公民館、各
図書館、各ふれあいセンター、 HP
審査書類・写真審査
発表入賞者に個別に通知
※応募作品の使用権は市に帰属し、市
ホームページや市の刊行物等への掲載
や、公共施設への展示等に活用します。
※応募作品は返却しません。
申７月１０日月〜９月６日（必着）に所
定の応募用紙に必要事項を明記し、カ
ラー写真又は画像データ（２枚以内）
を添えて、直接、郵送又はＥメールで
環境・住宅課（北庁舎１階、kankyo
j
ut
aku@m01.
ci
t
y.
hi
gashi
mur
aya
ma.
t
okyo.
j
p）へ

平成２８年度最優秀賞（個人）

問環境・住宅課

第５６回市民産業まつり
「文化・福祉団体」参加募集
１
１月１１日 土・１２日 日 に 開 催 予 定 の
「市民産業まつり」に参加を希望する
文化・福祉団体を募集します。
人市内で活動し、市民産業まつりの趣
旨に賛同する団体
※応募者多数の場合は抽選
出展料今後、実行委員会において決定
申問７月１０日月までに直接市民産業ま
つり実行委員会事務局（北庁舎１階産
業振興課内）へ

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）
施設名
公民館（全５館）
中
図書館

央

富士見
萩 山
廻 田
秋

津

ふるさと歴史館
八国山たいけんの里
美住リサイクルショップ
「夢ハウス」

開館時間
午前９時〜午後10時
午前９時30分〜午後８時
（土・日・祝日は午後５時まで）
午前９時30分〜午後５時
（木曜日は午後７時まで）
午前９時30分〜午後５時
（水・金曜日は午後７時まで）

休館日
月曜日
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

午前９時〜午後５時

水曜日、祝日

※表に記載がない施設は、 窓口業務時間 と同じです。

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

