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死市政へのご意見・ご提案等は「市長への手紙・ファクス・Ｅメール」をご利用ください。　問秘書広報課

−イベント−
 

　市では、外国にルーツを持つ児童や
生徒への日本語教室を、毎週水曜日と
金曜日に実施しています。この教室を
担当する指導ボランティアを養成する
ため、専門家指導のもと、ワーク
ショップ形式の体験型講座を開催しま
す。
日９月８日～１２月１日の金曜日、午後
１時～３時（全１０回）
場多文化共生・男女共同参画推進交流
室
人先着２７名
内講座８回、オリエンテーション２回
※午後３時３０分からの子ども日本語教
室で実践型研修も実施する予定です。
費９００円（テキスト代）
講中山眞理子氏（東京の日本語教育を
考える会代表）
申８月１７日木～３１日木に電子申請又は
電話で市民相談・交流課へ
協力一般社団法人青少年教育機構
問市民相談・交流課
 

　学校を中心に、「いのち」「平和」「生
きる」などのテーマで実演をしている
紙芝居サークル「原っぱ」が、大人向
けに紙芝居を上演します。
 ９月１５日金
○午前９時３０分～１０時３０分＝「よさく
どんのおよめさん」「おかあさんのうた」
「ねこはしる」
○午前１１時～正午＝「おさんだぬきと
かりゅうど」「よみがえったすいせん」
「なめとこ山のくま」
場市民センター
人おおむね１８歳以上のかた、各回先着
４０名
申８月１７日木午前９時３０分から電話又
は直接中央図書館へ
共催紙芝居サークル「原っぱ」
問中央図書館（☎３９４−２９００）
 

　東村山の意外と知られていない歴史
や文化、民話などについて学びます。
 各日午後２時～４時（全４回）
○９月１３日水＝「東村山の歴史を知る」
○９月２０日水＝「秋津・青葉町の昔を
知る」
○９月２７日水＝全生園、国立ハンセン

「子どもの日本語教室指導
ボランティア養成講座
（第２期）」受講生募集

大人のためのプレミアム紙芝居
「ショータイム　オブ　原っぱ」

日内

市民講座「住むまちを知る」

日内

病資料館の見学
○１０月４日水＝「昔ことばで語る東村
山の民話」
場秋津公民館（秋津町２−１７−１０）
※９月２７日水は全生園（青葉町４−１
−１）で午後１時～４時に開催します。
人市内在住・在勤・在学のかた、３０名
※応募者多数の場合は抽選
講大井芳文氏（東村山郷土研究会会長）
ほか
託１歳～就学前の幼児、４名（要予約、
おやつ・飲み物持参）
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、９月５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、託児希望のかたは幼児
名（ふりがな）・年齢（月齢）
問中央公民館（☎３９５−７５１１）
 

 

　くるくる回るパネルです。写真やメ
モを貼ったり、アクセサリーを飾った
り、いろいろな使い方ができます。
日９月２日土・３日日・９日土・１７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）
※９月９日土は美住リサイクルショッ
プ「夢ハウス」（美住町２−１１−３２）で
開催します。
人市内在住の小学生以上のかた、各日
先着３名（小学生は保護者同伴）
費５００円（材料費）
持マスク
※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）
サイズ横２４㎝×奥行き５㎝×高さ３０㎝
 

 ８月１８日金以降の金・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（祝日を除く）

体体体体体体体体体 験験験験験験験験験
とんぼ工房　月替わり木工教室
「まわるフォト・メモパネル」
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日９月３日日午前９時２０分集合～午後
０時３０分解散（小雨決行）
集合場所東村山駅東口階段下
人先着３０名
コースさくら通り～野際神社～子育て
観音～スポーツセンター～鷹の道～御
成橋～空堀川～なかよし橋～果樹園～
恩多辻の半鐘～久米川駅北口（解散）
※観光ガイドが同行し、史跡等の説明
をします。
 ８月１７日木午前１０時から電話又は
直接「産業・観光案内コーナー」（☎
３９５−５１１０）へ（月曜日を除く）
★東村山観光情報サイト「のめっ恋ま
ち　ひがしむらやまinfo」からも申し
込みできます。詳細は「まいぷれ　ミ
ニツアー」で検索してください。
 

 

　資料整理のため、ふるさと歴史館が
臨時休館となります。
　また、休館に伴い、毎週水曜日に開
設している「地域サービス窓口」も休
みとなります。
日８月３０日水～９月１日金
問ふるさと歴史館（☎３９６−３８００）
 

　自宅の壁面やブロック塀などを緑化
する「みどりの街づくり」を進めるた
め、つる植物の苗を無料配付します。
人横幅が３ｍ以上の壁面等で５年以上
管理・育成ができるかた
数量壁面１ｍ当たり１本（上限２０本）
苗の種類（予定）ツルウメモドキ、ノ
ウゼンカズラ、テイカカズラ、ヘデラ
（アイビー）、クレマチス、トケイソ
ウ、アケビ、カロライナジャスミン、
ツルバラ
申電子申請又ははがきに必要事項と特
記事項を明記し、８月３１日（必着）ま
でにみどりと公園課へ
特記事項壁面の長さ・希望の苗と本数
（ツルバラは１人２本まで）
※応募者多数の場合は、９月５日火午
前９時３０分から北庁舎２階第３会議室

市内観光ミニツアー

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
ふるさと歴史館の臨時休館

つる植物の苗の無料配付

で公開抽選（結果は全員に通知）
申請手続き
○申請書は当選者にのみ、９月上旬に
郵送します。
○申請から配付まで１か月以上かかり
ます。
○申請書に植栽前の写真、報告書に植
栽後の写真を添付し、みどりと公園課
（本庁舎４階）へ提出してください。
問みどりと公園課
 

 

　同じパターンの繰り返しでできたパ
ズルや壁のデザインの作り方や作品を
紹介します。
※中学生程度の内容です。
日９月３日日午前１１時～午後０時３０分、
午後２時～３時３０分（どちらか１回）
場多摩六都科学館
人小学生以上のかた、各回４８名
※応募者多数の場合は抽選し、当選者
のみに参加券を送付します。
費大人５００円、小人２００円（入館料）
講荒木義明氏（日本テセレーションデ
ザイン協会）
申同館ホームページ又は、はがきに必
要事項と特記事項を明記し、８月２３日
（必着）までに同館（〒１８８−００１４西東
京市芝久保町５−１０−６４）へ
特記事項開催日・希望の回の時間・年
齢（学年）
問同館（☎０４２−４６９−６１００）
 

 

　都立東村山西高校、都立東村山高校、
東村山第四中学校吹奏楽部の演奏によ
る各競技団体の入場行進、各競技大会
で優秀な成績を収めた選手の表彰など
を行います。
日９月３日日午前１０時開会
場スポーツセンター（久米川町３−３０
−５）
問東村山市体育協会（☎３９７−１２１２）

多多多多多多多多摩摩摩摩摩摩摩摩六六六六六六六六都都都都都都都都科科科科科科科科学学学学学学学学多摩六都科学館館館館館館館館館
ロクトサイエンスレクチャー
しきつめパズルのひみつ
−テセレーションのデザイン−

スススススススス ポポポポポポポポ ーーーーーーーース ポ ー ツツツツツツツツツ
第５４回東村山市民体育大会
総合開会式

問い合わせ
（体力つくり推進委員会）雨天時会場日程町名

清水　隆夫（☎３９４−７２３０）

体育館

久米川小学校

９月１０日日

本町

井口　重昌（☎３９４−４０８６）青葉小学校青葉町

池谷　俊幸（☎３９１−９３９２）回田小学校廻田町

藤山　　悟（☎３９６−９８０４）中止北山小学校野口町

鵜川　　隆（☎３９６−３２００）
体育館

南台小学校富士見町

遠藤　文夫（☎３９１−１６１４）化成小学校諏訪町

熊倉　総一（☎３９２−５４５３）
中止

第二中学校久米川町

谷口　寿弘（☎３９８−２７９０）八坂小学校

９月１７日日

美住町

津佐　明宏（☎３９４−９７８２）

体育館

第四中学校多摩湖町

椙田　泰司（☎３９８−０１４５）東萩山小学校栄町

柿﨑多津彦（☎３９７−６３６０）野火止小学校
９月２４日日

恩多町

片寄　堯司（☎３９１−４３３８）萩山小学校萩山町

掛川　貴生（☎３９１−６４０４）中止秋津町

※開会は午前９時（美住町は午前９時３０分）です。
※恩多町は代表連絡先です。

　ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワー
キング・サービス）は、登録するこ
とで、ネット上で友人や知人等とつ
ながり、交流できるウェブサイト
サービスです。これを悪用し、興味
がある話題で接近し、親しくなった
と相手に錯覚させたあとで、高額な
商品やサービスの契約を勧める手口
に注意してください。
事例　ＳＮＳで知り合った人と、
会って話しているうちにお金の話に
なり、「金もうけに興味はないか」と
聞かれ、「ある」と答えると、ＦＸ自
動取引ソフトの会社に連れて行かれ
て一緒に話を聞くことになった。事
業者からは、「自動的に売買して利益
を上げてくれるソフトなので自分は
何もしなくていい」、などと説明され

た。しかし、学生なので５０万円もの
ソフトの代金は払えないと断ろうと
すると、消費者金融で借りても、も
うけで返済できると勧められた。信
じて契約しても大丈夫か。
アドバイス　専門家でも利益を上げ
るのが難しい複雑な仕組みの金融商
品で、確実に利益が上がる方法など
ありません。借金しても、もうけで
返済できるという、うまい話に乗っ
てはいけません。
　このほか、セミナー等に誘われ高
額な講座の契約を勧められたり、マ
ルチ商法まがいの取り引きに誘われ
るなど、さまざまな事例があります。
　ＳＮＳで書き込まれた情報をうの
みにせず、慎重に対応してください。

ＳＮＳで知り合った人に
高額な契約を迫られた！

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）

　市内各町で運動会を開催します。申し込み不要ですので、当日気軽にご参加く
ださい。
 下表参照
主催体力つくり推進委員会
日場問

体力つくり推進委員会主催「町民運動会」


