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未来センターアトリエf作家・藤井和
幸さんg１セット５００円（ストラップ２
本予定）l各５組（抽選）q５月３０日ま
でにメールフォームthttp://www.t 
achikawa-chiikibunka. 
or.jp/kidsentry0609.h 
tmlへ（右ＱＲコードか
らアクセス可）
　●関連企画「アジアンノット＆ビー
ズ展」　 直接会場へs５月２７日㈪～３１
日㈮、午前９時～午後５時（２７日は午
後１時から、３１日は午後３時まで）d
子ども未来センター１０２会議室

■第２５回立川よいと祭り～民踊
流しの一般練習会

　８月３日㈯に開催される「第２５回立
川よいと祭り」の民踊流しに参加しま
せんか。初めての方でもすぐ踊れるよ
うに民踊講師が丁寧に指導。動きやす
い服装で直接会場へs６月２２日、７月
６日・２０日の土曜日、午後２時～４時
d立川競輪場集合棟３階集会室l各５０
人（先着順）;うちわ、タオルw立川
よいと祭り実行委員会事務局〔立川市
地域文化振興財団内〕緯（５２６）１３１２

■たちかわアートギャラリー展
入賞者記念展

　第２０回たちかわアートギャラリー展
の入賞作品を展示します。直接会場へ
sd葛５月２７日㈪～３１日㈮、午前９時
～午後５時〔２７日は午後１時から、３１
日は正午まで〕＝市役所１階多目的プ
ラザ葛６月３日㈪～９日㈰、午前９時
～午後１０時〔３日は午後１時から〕＝
子ども未来センター内ギャラリー

■立川市役所ロビーコンサート
　リクエストの多かった「和楽器」な
どを使ったコンサート。曲は「春の海」
ほか（予定）。直接会場へs６月１１日
㈫午後０時２０分～０時５０分d市役所１
階多目的プラザ
 

■図書館に「おはなし会」を聞
きに行こう

　市内の各図書館では、手遊びを交え
ながら絵本を読んだり昔話をしたりす
る「おはなし会」を開いています。日

図 書 館

 

■子ども未来センター　コミュ
ニティプログラム

　市民活動団体が、コーディネーター
の支援を受けて実施するプログラムで
す。会場はいずれも子ども未来センター。
　●立川子ども劇場「とびっきりまつ
り２０１３　今日はまるごとダンボ～ル」
　ダンボールを使って自由な発想で工
作したり、楽しい遊びを展開します。
直接会場へs６月９日㈰午前１０時～午
後３時３０分g１００円（保険料ほか）wＮ
ＰＯ法人立川子ども劇場緯（５２６）０７３１
〔火曜・金曜日、午前１０時～午後３時〕
　●手作りＴＯＫＹＯカホンワークシ
ョップ　多摩産の杉の木で南米ペルー
生まれの打楽器カホンを作ります（幅
２６cm×高さ４０cm×奥行き３０cm）。本
物の木に触れ、環境について学びまし
ょう。動きやすく汚れてもいい服で参
加を。雨天時は室内で開催s６月２３日
㈰午後１時～４時g６，０００円（材料代）
l１５人（申込順、小学生以下は保護者
同伴）;持ち帰り用の大きな袋や風呂
敷q手づくりカホンプロジェクト実行
委員会・八崎さん緯０８０（５２４９）８１４８
w子ども未来センター協働事務室緯
（５２９）８６８２

■青少年健全育成市民運動推進大会
　市と立川市青少年問題協議会は、「明
日の立川を担う青少年」を家庭・大人・
地域で見守り育てるため、「平成２５年度
立川市青少年健全育成市民運動推進大
会」を開催し、功労者表彰や「置き去
り社会の孤独～排除から包摂へ」とい
うテーマで講演を行います。直接会場
へs６月２日㈰午後２時～４時d女性
総合センターf新聞記者・大津和夫さ
んl１９０人（先着順）w同協議会事務
局（子ども育成課内）内線１３０６

■市役所屋上ひまわり花咲かプ
ロジェクトその２「みんなで
手入れをしよう」

　５月に市役所屋上に種まきしたひま
わりの手入れをします。ひまわり畑の
宣伝作戦なども考えます。今回から参
加の方も大歓迎。花の観察会（７月２１
日）も予定しています。「夢たち応援団」
と市の共催。くわしくは市ホームペー
ジをご覧くださいa小学４年生以上の
子ども（小学３年生以下は応相談）s
６月９日㈰午前１０時３０分～午後０時３０
分d市役所２０８会議室集合l２０人程度
（申込順）;おにぎり、水筒、軍手、
タオルq子育て推進課・内線１３４０へ

催　　し ■多摩川一斉清掃
　立川市域の多摩川河川敷などを一斉
清掃します。小雨決行s６月２日㈰午
前７時からw東京立川ライオンズクラ
ブ緯（５２４）０９５４〔午前１０時～午後４時〕、
市ごみ対策課緯（５３１）５５１７

■講座「小商いのススメ」に見る
移行期的乱世の企業経営哲学

　右肩上がりの経済成長から均衡維持
への移行が進んでいます。この現実に
対峙していくために必要な経営哲学に
ついて学びますs６月１９日水午後２時
～３時３０分d立川商工会議所（曙町２
害３８害５）f立教大学ビジネスデザイ
ン研究科特任教授・平川克美さんl８０
人（申込順）q電話で立川商工会議所
緯（５２７）２７００へ

■立川女子高校美術部作品展
　生徒の皆さんの絵画ほか、自信作を
展示します。直接会場へsd葛６月３
日㈪～１３日㈭＝サンクタス立川ギャラ
リー（緑町７害２）葛６月１４日㈮～２７
日㈭＝市役所１階多目的プラザw地域
文化課・内線２６３６

■根川緑道のウオーキングとサ
クラの観察

　市が活動を支援する緑地・樹林地な
どを保全するボランティア団体が、樹
木医を招いてイベントを開催。サクラ
の観察をしながらウオーキングを楽し
みませんか。雨天中止、小雨実施。く
わしくは集住グリーンネットワークの
ホームページthttp://www.ab.auo 
ne-net.jp/~  cgnet/をご覧ください
s６月９日㈰①午前１０時～正午②午後
１時３０分～３時３０分d柴崎体育館前集
合l各１５人（申込順）q氏名と参加日
時、連絡先を書いて、ファクスかＥメ
ールで集住グリーンネットワークr
（５２５）４５６１ecg-net@ac.auone-net. 
jpへw公園緑地課・内線２２６０
 

 

■キッズワークショップ～お子
さんと一緒に「父の日ストラ
ップ」を作ろう

　アジアンコードという紐を結びなが
ら編み、ストラップを作りますa５歳
以上の子どもと保護者の方s６月９日
㈰①午前１０時から②午前１１時３０分から
③午後１時から（各約６０分）d子ども

地域文化振興財団
w立川市地域文化振興財団
緯（５２６）１３１２r（５２５）６５８１

 

●５月２２日（ＦⅡ、取手ＦⅠ全Ｒを
併売）　 ●５月２３日～２４日（ＦⅡ、
伊東ＦⅠ全Ｒを併売）　 ●５月２５日
～２８日（宇都宮記念全Ｒを場外発売）

開催案内・レース結果緯０１８０（９９４）２２３～５

qマークのある催しは
申し込み制です

富士見児童館　　　　　緯（525）9020
煙かまぼこ落としの板に絵を描こう＝６月
５日午後２時３０分から
煙qプラバンでキーホルダーを作ろう＝６
月１２日午後２時３０分から、定員２０人

煙q紙コップでかざぐるまを作ろう＝６月
１９日午後２時３０分から、定員１５人
錦児童館　　　　　　　緯（525）6684
煙卓球大会（小学生以上）＝６月５日午後
２時３０分から
煙父の日工作ネクタイカード作り（小学生
以上）＝６月１２日午後２時３０分から
羽衣児童館　　　　　　緯（526）2336
煙おたのしみシアター＝６月１５日午前１０時
３０分からと午後２時から、自由参加
煙紙飛行機を作ろう＝６月１９日午後２時か
ら、自由参加

煙卓球勝ち抜き一本勝負＝６月２６日午後２
時から、自由参加
高松児童館　　　　　　緯（528）2925
煙qみんなでクッキング～マドレーヌを作
ろう＝６月１２日午後３時から、定員２０人、
有料

煙q父の日企画～大切な人にプレゼントを
しよう＝６月１５日午後２時３０分から、定
員１５人、有料

若葉児童館　　　　　　緯（536）1400

煙ドッジボール＝６月１２日午後３時３０分か
ら、自由参加
煙七夕飾りを作ろう＝６月１９日午後３時か
ら、自由参加

幸児童館　　　　　　　緯（537）0358

煙あかちゃんタイム＝毎週水曜日午前１０時
３０分から、自由参加
煙きりんタイム＝毎週火曜日午前１０時３０分
から、自由参加
煙なんでもアート＝６月５日午後３時から、
自由参加

上砂児童館　　　　　　緯（535）1557

煙よく飛ぶ紙飛行機を作ろう＝６月５日午
後２時から、自由参加
煙qスーパー紙トンボを作ろう＝６月１２日
午後３時から、定員３０人

煙qハワイアンパンケーキを作ろう＝６月
２６日午後３時から、定員１０人、有料

西砂児童館　　　　　　緯（531）0433

煙将棋大会＝６月６日午後２時から
煙プラバン・バンバン＝６月２２日午後２時
から、先着順

程などはお問い合わせくださいw中央
図書館緯（５２８）６８００へ
 

■第２２回シルバー大学文化祭
　シルバー大学生と卒業生サークル会
員が日ごろの学習成果を披露します。
直接会場へd柴崎福祉会館
　●歌唱コーラス発表会　s６月１４日
㈮午後１時３０分～４時
　●みんなの作品展　水彩画や絵手紙、
水墨画、書道など、約６００点の作品を
展示s６月１５日㈯～２２日㈯〔１６日を除
く〕、午前９時３０分～午後４時（１５日
は正午から、２２日は正午まで）
　●お茶席公開　s６月２０日㈭午前１０
時３０分～午後３時
　●英語まつり　英語の歌と英語劇を
上演s６月２１日㈮午前１０時～正午
　●カラオケ歌謡発表会　s６月２２日
㈯午前９時３０分～午後４時
　●社交ダンス公開講座　s６月２２日
㈯午後１時～４時
　wシルバー大学事務局緯（５２８）１２４６

■介護教室「専門医を受診する
には～認知症？と思ったら」

　a市内在住・在勤の方s６月１７日㈪
午後２時～４時d砂川学習館f立川病
院地域医療連携センター長・間渕由紀
子さんl５０人（申込順）q５月２７日か
ら電話でさいわい地域包括支援センタ
ー緯（５３８）２３３９へ

■シルバー人材センター入会説明会
　前日までに申し込んでください。定
員になり次第締め切りますa市内在住
の５７歳以上の方s６月１２日、７月１７日
の水曜日、午後１時からdシルバー人
材センター柴崎本部（柴崎町１害１７害
７）q電話で同センター緯（５２７）２２０４へ
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たまがわ・みらいパークの催し

　●子育てひろば　a乳幼児と保護者
の方s６月の毎週金曜日と９日・２３日
の日曜日、午前１１時～午後３時
　●おはなしたまご「おはなし会」　
s６月２３日㈰午後１時～２時
　●qプラモデルづくり教室　a小学
２年生よりs６月２３日㈰午前９時３０分
～午後３時３０分l１０人（申込順、６月１６
日まで）※プラモデルは参加者が用意。
　●絵てがみ教室　s６月４日・１８日
の火曜日、午前１０時～正午
　●q日曜絵画教室　s６月２３日㈰午
後１時～２時３０分l１０人（申込順、６

月２２日まで）;汚れてもよい服装
　●qみんなのサロン　健康体操、脳
トレなどa高齢者s６月８日㈯午後１
時３０分～３時３０分g５０円（お菓子代）
l２０人（申込順、６月７日まで）
　●エンディングノート講座　エンデ
ィングノートの書き方と周辺の法制度
についてs６月１３日㈭午後１時～３時
　●フリー談話室・さぼう　s毎週土
曜・日曜日、午前１０時～午後３時
　●q新体操クラブ　a４歳～小学６
年生s６月１５日㈯午前１０時～１１時３０分
（申込順、６月８日まで）g２００円（手
具レンタル代）
　●q陶芸教室　記念プレートほかs
６月８日・２２日の土曜日、午後１時３０
分～３時３０分l１０人（申込順、６月７
日まで）g子ども５００円、大人１，０００円

　d旧多摩川小qマークの催しは申
込制qw電話で、たまがわ・みらい
パーク企画運営委員会緯r（８４８）
４６５７へ
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■スポーツ祭東京2013への出
店希望者

　第６８回国民体育大会において、市内
では９月２９日㈰からバレーボール、バ
スケットボール、自転車、軟式野球競
技が行われます。スポーツ祭東京2013
立川市実行委員会は大会参加者と一般
観戦者向けに国体関連グッズや観光土
産品、地域特産物などを販売する売店
を募集します。出店希望者はお問い合
わせいただくか、同実行委員会ホーム
ページthttp://www.kokutai-tachi 
kawa.jpをご覧ください葛受付期間＝
５月２７日～６月２５日w同実行委員会
〔国体推進室内〕緯（５２８）４３４９

■援農ボランティア
　都市農業を支えるお手伝いをしてみ
ませんか。援農ボランティアは登録制
で、市内の農家から依頼があった際に、
登録している方を紹介します。作業は
農家の方の指導を受けながら行うので、
未経験の方でも大丈夫ですa農業に関
心があり、週１日～２日程度活動でき
る健康な方（市外在住の方も可）q電
話またははがきに住所、氏名（ふりが
な）、年齢、性別、電話番号を書いて、
産業振興課農業振興係・内線２６５０へ
　●援農ボランティア養成講座　活動
に入る前に、講義や実習を通して野菜
や植木などの農作業の知識や技術を身

募　　集
に付けますa講習日程の７割以上出席
でき、講座修了後の次年度以降に市内
で援農ボランティア活動ができる方s
平成２５年度中に計１０回。第１回目は６
月３０日㈰。くわしい日程は第１回目の
講習でお知らせしますd幸町５丁目ほ
か（駐車場はありません）g交通費l２０
人（抽選）q６月１４日（必着）までに
往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を書いて産業振興課農
業振興係・内線２６５０へ

■就職活動応援プログラム参加者
　市は１５歳～２５歳で働きたいと思って
いるけれど何ができるか分からない、
就職の仕方を知りたい、うまく就職活
動を進めたいと思っている方などに応
援プログラムを実施します。くわしく
は市ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。
　●事業説明会（要予約）　 保護者の
方のみの参加も可s６月５日㈬午後１
時～３時d立川若者サポートステーシ
ョン（柴崎町３害１４害３）qＮＰＯ法
人「育て上げ」ネット緯（５２７）６０５１へ
　w市産業振興課・内線２６４４
 

■立川市心身障害者保養施設利
用の助成回数が変わります

　平成２５年１２月までは、年間２泊まで
助成を行いますが、平成２６年１月以降、
保養施設利用助成の回数を１泊に変更

お知らせ

します。
　葛対象＝市内在住で身体障害者手帳
１級～３級・愛の手帳１度～４度・精
神障害者保健福祉手帳１級～３級をお
持ちの方、脳性麻痺・進行性筋委縮症
の方と介護の方１人葛助成金額＝１泊
５，０００円以内
　w障害福祉課業務係・内線１５１９

■マンホール内部の調査・点検
と補修を行います

　市内対象地区の道路上にある下水道
マンホール内部の調査・点検を行いま
す葛対象地区＝泉町、緑町、高松町、
曙町、錦町、栄町、羽衣町、富士見町、
柏町、幸町葛期間＝６月～９月葛調査
時間＝１か所１０分程度（予定）。
　また、柴崎町、錦町、羽衣町、富士
見町でマンホール内部の補修工事も行
います。期間は１０月から平成２６年２月
まで。ご協力をお願いします。
　w下水道管理課維持係・内線２２０４

■６月５日、証明書自動交付機
は使用できません

　６月５日㈬は、機械の保守点検のた
め、市内すべての証明書自動交付機が
終日利用できません。ご理解とご協力
をお願いしますw市民課管理係・内線
１３６１

■児童手当・児童育成手当の年
次更新手続きを

　児童手当・児童育成手当（育成・障
害手当）を受給中の方には「現況届」

のお知らせを６月上旬に発送します。
平成２５年度の手当を受けるために必要
な手続きです。６月２８日までに直接ま
たは郵送で、子育て推進課給付係（市
役所１階）に必ず提出してください。
臨時窓口でも受け付けます葛臨時窓口
＝s６月１７日㈪～２１日㈮、午前９時～
１１時３０分、午後１時～４時d市役所１
階多目的プラザ
　w子育て推進課給付係・内線１３４５

■西砂産直売会営業時間が変更
になります

　５月１４日から、西砂産直売会（西砂
町６丁目・西砂学習館北側広場）の営
業時間が「毎週火曜・金曜日の午後３
時～６時」に変更となりました。今ま
でと変わらずに、安心安全な地元農産
物をそろえてお待ちしていますw産業
振興課農業振興係・内線２６５０

■国民年金～付加年金をご存じ
ですか

　国民年金には、月々の定額の保険料
に４００円（付加保険料）を加えて納付
することで、老齢基礎年金に上乗せて
受給できる付加年金があります。
　対象は国民年金第１号被保険者の方
（保険料の免除を受けている方や国民
年金基金加入者を除く）。なお、付加
保険料はお申し込みの月分からの納付
となります。希望の方はお早めに手続
きをしてください
w保険年金課国民年金係・内線１３９４、
立川年金事務所緯（５２３）０３５２

６
月
の
行
事
予
定

備考主催・問合先場所時間行事名日（曜日）
w健康推進課緯（５２７）３２７２女性総合センター午後２時～４時３０分歯と口の健康週間講演会１１１１１１１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日日日日日日日１日 土
wごみ対策課緯（５３１）５５１７多摩川河川敷午前７時から多摩川一斉清掃

２２２２２２２２２２２２２２２２日日日日日日日日日日日日日日日日２日 日 w子ども育成課・内線１３０６女性総合センター午後２時～４時青少年健全育成市民運動推進大会

要申込w消費生活センター
緯（５２８）６８０１女性総合センター午前１０時～正午消費生活講座～初夏の立川野菜でカレーラン

チ４４４４４４４４４４４４４４４４日日日日日日日日日日日日日日日日４日 火
要申込、８月まで全
６回開催w幸学習館緯（５３４）３０７６幸学習館午後１時３０分～３時３０分ママビクス＆ベビーマッサージ～ママすっき

り・赤ちゃんにっこり５５５５５５５５５５５５５５５５日日日日日日日日日日日日日日日日５日 水
１６日まで開催w男女平等参画課

緯（５２８）６８０１女性総合センターたちかわ男女平等フォーラム８８８８８８８８８８８８８８８８日日日日日日日日日日日日日日日日８日 土
w子ども未来センター協働
事務室緯（５２９）８６８２子ども未来センター午前１０時～午後３時３０分とびっきりまつり２０１３　今日はまるごとダン

ボ～ル

９９９９９９９９９９９９９９９９日日日日日日日日日日日日日日日日９日 日
要申込w子育て推進課・内線１３４０市役所午前１０時３０分～

午後０時３０分
市役所屋上ひまわり花咲かプロジェクトその
２　「みんなで手入れをしよう」

要申込、各約６０分w地域文化振興財団
緯（５２６）１３１２子ども未来センター午前１０時から、午前１１時３０

分から、午後１時から
お子さんと一緒に「父の日ストラップ」を作
ろう

要申込w公園緑地課・内線２２６０根川緑道午前１０時～正午
午後１時３０分～３時３０分根川緑道のウオーキングとサクラの観察

w高松学習館緯（５２７）００１４高松学習館午後１時２０分から第３１回高松学習館文化祭「演奏会」
w地域文化振興財団
緯（５２６）１３１２市役所午後０時２０分～０時５０分立川市役所ロビーコンサート１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日日日日日日日１１日 火

１６日まで展示w学務課・内線２５１５柴崎学習館午前１０時～午後５時歯と口の健康週間ポスター展１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２日日日日日日日日日日日日日日日日１２日 水
２２日まで開催wシルバー大学事務局

緯（５２８）１２４６柴崎福祉会館シルバー大学文化祭１１１１１１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４４４４４４日日日日日日日日日日日日日日日日１４日 金
２２日まで開催w幸学習館緯（５３４）３０７６幸学習館幸学習館かわせみ祭２０１３１１１１１１１１１１１１１１１１５５５５５５５５５５５５５５５５日日日日日日日日日日日日日日日日１５日 土
要申込wさいわい地域包括支援セン

ター緯（５３８）２３３９砂川学習館午後２時～４時介護教室「専門医を受診するには～認知症？
と思ったら」１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７日日日日日日日日日日日日日日日日１７日 月

要申込w子ども未来センター協働
事務室緯（５２９）８６８２子ども未来センター午後１時～４時手作りTOKYOカホンワークショップ２２２２２２２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３３３３３３３日日日日日日日日日日日日日日日日２３日 日

要申込w生涯学習推進センター
緯（５２８）６８７２女性総合センター午前１０時～正午エコふろしき講座２２２２２２２２２２２２２２２２５５５５５５５５５５５５５５５５日日日日日日日日日日日日日日日日２５日 火

要申込w高松学習館緯（５２７）００１４高松学習館午前９時３０分～正午気軽にできる男のエコクッキング

２２２２２２２２２２２２２２２２９９９９９９９９９９９９９９９９日日日日日日日日日日日日日日日日２９日 土 要申込w生涯学習推進センター
緯（５２８）６８７２総合福祉センター午後２時３０分～４時３０分平穏死を考える

要申込w西砂学習館緯（５３１）０４３１横沢入（あきる野市）午後４時～９時３０分親子自然観察会「里山へホタルを見に行こう」
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