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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−

 

 

　妊娠中のお母さんに絵本を楽しんで
もらう企画です。読み聞かせの心地よ
さを味わってみませんか。パートナー、
付き添いのかたも一緒にお楽しみくだ
さい。
日１１月６日㈫午後２時〜３時３０分
場中央図書館（本町１−１−１０）
人妊娠しているかた、１０名程度
内寸劇「赤ちゃんが産まれたら…」、妊
婦さんのためのおはなし会、交流タイ
ム、助産師・保健師による出張相談
申不要、直接会場へ
※託児はありません
共催東村山うちでのこづち
問中央図書館（☎３９４−２９００）
 

　縄文人が主食としていたくり・くる
み・どんぐりなどの堅果類や縄文大豆・
縄文小豆などの豆についての講義後、
八国山を歩きながら植物を観察し、縄
文人の生活を探ります。
日１１月１８日㈰午後１時３０分〜３時３０分
場八国山たいけんの里（野口町３−４８
−１）
人小学５年生以上のかた、先着２０名
費１００円（資料代ほか）
 １０月１７日㈬午前９時３０分から電子
申請又は電話で八国山たいけんの里（☎
３９０−２１６１）へ
 

 

　いつもの道にも歴史あり。市内の見
どころを観光ガイドと一緒に巡り、東
村山の魅力を再発見しませんか。
日１１月４日㈰午前９時３０分集合〜午後
０時３０分解散（小雨決行）
集合場所サンパルネ内「産業・観光案
内コーナー」（ワンズタワー２階）
人先着３０名
コースサンパルネ（集合）〜ふるさと
歴史館〜徳蔵寺板碑保存館「元弘の板
碑」〜パン店（里に八国ブランド）〜
久米川古戦場〜鎌倉古街道〜東山道武
蔵路〜東村山駅（解散）
 １０月１７日㈬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。
 

　お気に入りの小物を飾るシンプルな
棚を作ります。
日１１月４日㈰、１７日㈯、２４日㈯、２５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）
※１１月２５日㈰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４名（小学生は保護者同伴）

講講講講講講講講 座座座座座座座座 ・・・・・・・・ 公公公公公公公公講 座 ・ 公 演演演演演演演演演
おなかの赤ちゃんと楽しむ
「マタニティ絵本タイム」

考古と自然のコラボ講座
「縄文人の主食　堅果類とマメ」

申問

体体体体体体体体体 験験験験験験験験験
市内観光ミニツアー

申問

とんぼ工房　月替わり木工教室
「小物飾り棚」

費５００円（材料費）
持マスク
サイズ横幅１２㎝×奥行６.５㎝×高さ４０㎝
※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）
 １０月１９日金以降の祝日を除く金、
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
 

　「純セレブスピーカー」は、既存の
オーディオメーカーとは全く違う発想
で作られたスピーカーです。講師であ
る音楽家の片岡祐介氏が発案・開発し
たもので、びっくりするほど音楽的で
心地よい音がします。
 

日１１月２４日㈯午後１時３０分〜４時
場美住リサイクルショップ「夢ハウス」
人市内在住・在勤・在学のかた、１５名
※応募者多数の場合は１１月８日㈭午後
２時から同ショップ「夢ハウス」で公
開抽選
持カッター、筆記用具、使用したい型
のダンボール箱２個・不用のスピーカー
１組（お持ちのかた）
費１,０００円（材料費ほか）
申電子申請又は往復はがきに必要事項
を明記し、１１月５日（必着）までに夢
ハウス（〒１８９−００２３美住町２−１１−３２）
へ
主催同ショップ運営委員会
問同ショップ「夢ハウス」（☎３９４−１１４１）
 

　自分たちで採取した植物を使い、誰
でも簡単にできる方法で草木染めにし
ます。染料となる植物は当日のお楽し
みです。
日１１月１５日㈭午前１０時３０分〜午後３時
（小雨決行）
場八国山たいけんの里（野口町３−４８
−１）
人先着１５名（未就学児は保護者同伴）
費スカーフ小＝１,０００円、スカーフ大＝
１,２００円（材料費ほか）
持昼食、飲み物、エプロン
 １０月１８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
 

 

　市では、高齢者の社会参加・健康寿
命の延伸を図ることを目的とした活動
を応援しています。この一環として、
平成３１年２月２６日㈫に市内で健康づく
り・地域づくり活動をしている団体と、
市民の皆さんをつなぐマッチングイベ
ントをスポーツセンターで開催します。
　これに先立ち、団体運営を一緒に行
う仲間や参加者を探していて、本イベ
ントへの出展を希望する団体を対象と
した説明会を開催します。
日①１０月２３日㈫午後２時〜３時②１０月
２９日㈪午前１０時〜１１時
※両日とも同じ内容です。
場①地域福祉センター（野口町１−２５

申問

リサイクル講習
純セレブスピーカーを作ろう

身近な植物で初めての草木染め

申問

募募募募募募募募募 集集集集集集集集集
地域活動マッチングイベント参
加団体募集・説明会

イベント
−１５）②市民センター２階
申不要、直接会場へ
問健康増進課
 

 

　「多文化共生・男女共同参画」を身近
に感じていただくためのイベントです。
お気軽にお越しください。
日１１月１０日㈯
場多文化共生・男女共同参画推進交流
室（本町１−１−１０）
多言語おはなし会「いろいろな言葉で
絵本を楽しもう！」
　日本語や英語、中国語、韓国・朝鮮
語による絵本の読み聞かせを行います。
時間午前１０時３０分〜１１時１５分、正午〜
午後０時４５分
人各回先着３０名
申不要、直接会場へ
男女共同参画推進講座「女性ならでは
の発想をいかした多摩湖梨スイーツの
開発」
　地域ブランドのひとつ「多摩湖梨」
の歴史と多摩湖梨スイーツが生まれた
経緯、簡単レシピを紹介します。ス
イーツの試食付きです。
時間午後２時〜３時３０分
人先着１５名
講小山林氏（東村山市果樹組合組合長）
ほか
申１０月１６日㈫午前９時から電子申請又
は電話で市民相談・交流課へ
女性のための悩み相談
　女性の専門相談員が無料で相談を受
けます。
時間午前１０時〜午後４時
申不要、直接会場へ
パネルや図書の展示
　ＤＶＤの上映やヨーヨー釣りなども
行います。
時間午前１０時〜午後４時
申不要、直接会場へ
※詳細は をご覧ください。
問市民相談・交流課
 

　青葉町と秋津町周辺の幼稚園・保育
所・児童館・児童クラブ等の子育て施
設が開催する地域ぐるみのお祭りです。
日１０月２８日㈰午前１０時〜午後２時
場さくらコート青葉町（青葉町１−７
−７０）

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

HP

第１３回青葉・秋津子育てまつり

※車での来場はご遠慮ください。
内ふれあい遊び、離乳食と給食の展示・
試食、乳幼児救急講習、簡単工作、子
育て相談、おはなし会、手作りおも
ちゃ、あそびのひろば等
共催東部エリア・ネットワーク会議、　
東村山市
問子育て支援課
 

　美住リサイクルショップ「夢ハウス」
の開館２０周年を記念し、これまでの活
動報告と「ごみの減量」を呼びかける
イベントを開催します。
日１０月２７日㈯午前９時３０分〜正午（午
前９時１０分開場）
場サンパルネ内「コンベンションホー
ル」（ワンズタワー２階）
人先着９０名
内
○落語＝柳亭こみち氏
○講演「物を持たない暮らしのすすめ」
＝千葉一枝氏
○夢ハウス２０周年リサイクルコンテス
トの表彰
申１０月１６日㈫午前１０時から電話又は直
接同ショップ（〒１８９−００２３美住町２−
１１−３２）へ
主催夢ハウス２０周年記念イベント委員
会
問同ショップ「夢ハウス」（☎３９４−１１４１）
 

 

　「『変革・ＡＩ』の時代　地域を代表
する作家はどう表現したか」をテーマ
に圏域５市（東村山市、小平市、清瀬
市、東久留米市、西東京市）を代表す
る著名な美術家の作品を展示します。
日１０月３０日㈫〜１１月３日㈷午前１０時〜
午後６時
※１１月３日㈷は午後５時まで
場成美教育文化会館ギャラリー（東久
留米市東本町８−１４）
イベント
日１１月３日㈷午後１時〜
内ダンス等のパフォーマンス、ギャラ
リートーク等
申不要、直接会場へ
主催多摩北部都市広域行政圏協議会
企画多摩北部５市美術家展実行委員会
問東久留米市企画調整課（☎０４２−４７０
−７７０２）

夢ハウス２０周年記念イベント

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フフフフフフフフェェェェェェェェ多摩六都フェアアアアアアアアア
第３１回多摩北部５市美術家展

場多磨全生園（青葉町４−１−１０）　  下表参照
　地域の緑のオアシス多磨全生園で、展示会や園内の歴史をたどるウォーク
ラリーなど、さまざまなイベントを実施します。模擬店も出店しますので、
ご家族やお友達と一緒にぜひお越しください。
※車での来場はご遠慮ください。

日内

第45回全生園まつり
共催東村山市緑を守る市民協議会、多磨
全生園入所者自治会、東村山市
問みどりと公園課

−未来に残そう全生の杜−
第26回東村山秋の緑の祭典

場所秋の緑の祭典全生園まつり時間日程

全生園「コミュニ
ティセンター」

文芸作品、「人権の森絵画
展」入選作品などの展示
※３日祝は午後３時まで

午前１０時〜
午後４時

１１月１日木〜
３日祝

中央通り福祉サー
ビス棟前「おまつ
り広場」
※式典と表彰式は
「中央集会所」で
行います。

第１部＝式典
第２部＝ミニＳＬ、
緑のウォークラリー
等
※雨天時は、第１部
（式典）のみ開催し
ます。

○イベント（阿波踊り、
演奏会等）、模擬店、福
引き
○「人権の森絵画展」の
表彰式
※「秋の緑の祭典」式典
終了後に開催します。

午前１０時〜
午後２時３０分１１月３日祝

福祉会館多磨全生園附属看護学校
による学校祭「楓祭」

午前１０時〜
午後３時

合 同 開 催

主催多磨全生園
問同園（☎３９５−１１０１）


