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催し・地域文化振興財団平成25年（2013年）6月25日

化的建築物の素晴らしさを再発見しま
せんか葛矢川緑地周辺と懐石弁当＝
JR西国立駅～矢川緑地～矢川弁財天
～市内懐石料理店（昼食）s７月２０日
㈯午前９時３０分～午後１時（予定）
dJR南武線西国立駅前集合g１，３００円
（保険料・昼食代）l２０人（申込順）
q６月２５日から電話で立川観光協会緯
（５２７）２７００へ

■出前子育てひろば
　「ひまわり子育てひろば」は、以下
の会場で「出前子育てひろば」を実施
しています。いずれも午前１０時～正午。
直接会場へa０歳～学齢前の子どもと
保護者w子育て推進課子育てひろば緯
（５２８）４３３５
 

 

 

■たちかわ星降る夜の演劇祭～第
２２回テーマ「歓」参加劇団募集
　葛参加資格＝多摩地域を活動の拠点
とする演劇団体・個人、実行委員会に
参加できること（８月～来年３月まで）
葛参加演目＝演劇祭テーマ「歓」に沿
った作品、開催会場で上演可能な演目
（休憩を含めて２時間程度）葛参加基
準＝演目内容、過去の参加回数、地域
性などを基準に選考葛開催期間＝平成
２６年１月１６日㈭～２月１日㈯葛費用＝
参加費・会場料無料、ただし公演に要
する費用（照明・音響など）は自己負
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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

担葛開催会場＝たましんRISURUホ
ール（立川市市民会館）小ホール葛申
込方法＝７月３１日（必着、持参は午後
５時）までに、指定の申込用紙にあら
すじを添えて、郵送かファクスまたは
直接、立川市地域文化振興財団〔〒１９０
害００２２錦町３害２害２６子ども未来セン
ター地下１階〕r（５２５）６５８１へ。申込
用紙は財団ホームページthttp://ww 
w.tachikawa-chiikibunka.or.jp/か
らダウンロードできます。

■財団設立２５周年記念事業～第
２弾「ファミリーで夏休みワ
ークショップ！」

　●親子でK−POPダンス　ＫＡＲＡ・
少女時代・２NE１など韓流風に踊りま
しょうa①６歳～小学２年生と保護者
②小学３年～６年生と保護者s７月２６
日㈮①午後１時１５分～２時②午後２時
３０分～３時４０分fダンス講師・りえさ
んg５００円（子ども１人）l各１５組（抽
選）
　●みんなでつくって膨らまそう！大
きなビニールの立川　集団作業ですa
５歳以上の児童と保護者s７月２７日㈯
午前１０時～午後３時（昼休憩あり）f
美術家・塩川岳さんg５００円（子ども
１人）l１５組（抽選）
　●立川にあったらいいな！をビニー
ルでつくろう　a５歳以上の児童と保
護者s７月２８日㈰①午前１０時から②午
後２時から（各回９０分）f美術家・塩
川岳さんg３００円（子ども１人）l各
８組（抽選）
　●ダンボールルームをみんなで作ろ
う！　a６歳以上の児童と保護者s７
月２７日㈯①午前１０時から②午後２時か
ら③７月２８日㈰午後２時から（各回９０
分）f美術家・茂井健司さんg３００円
（子ども１人）l各１５組（抽選）
　●バルーンで作ろう“お空と地面を
つなげて”　 a６歳以上の児童と保護
者s７月２８日㈰午前１０時～１１時３０分f
美術家・茂井健司さんg３００円（子ど
も１人）l１５組（抽選）
　dいずれも子ども未来センタ ー q全
企画とも７月１８日までにメールフォー
ムthttp://www.tachikawa-chiikibu 
nka.or.jp/kidsentry２５
th.htmlへ（右QRコード
からアクセス可）

 

 

　子ども未来センターは、ワークショ
ップやイベントなどさまざまなプログ
ラムを市民の皆さんへ提供する市民活
動団体等の活動支援を行っています。
協働事務室（２階）は、打ち合わせ、プ
ログラムの準備、団体同士の交流スペ
ースとして利用でき、コーディネータ
ーがセンターの会場予約・備品の貸し
出しやホームページなどによる広報力
の強化、プログラムの運営などのサポ
ートを行います。プログラムの規模や
団体の活動に応じた支援を行っていま
すので、ぜひご利用ください。７月の
プログラムは以下の通り。会場はいず
れも子ども未来センター。
　●初夏を楽しむフラワーアレンジメ
ント　小学生から大人まで楽しめるワ
ークショップ。生花のアレンジメント
かドライフラワーのリースを選べます
s７月２１日㈰①午後１時３０分～２時３０
分②午後３時～４時g８００円（材料代）
l各３０人（申込順）;はさみq７月１２日
までにＥメールで立川マザーズetac 
hikawa-mothers@docomo.ne.jpへ
　●「happy（ハッピー～しあわせを
探すあなたへ）」自主上映＆懇談会　世
界各国で幸せを感じるためのコツを探
し求めるドキュメンタリー映画の上映
会①上映会②上映会と参加者同士の懇
談会（参加自由）を開催a①親子での
参加可②中学生以上s７月２８日㈰①午
前１０時３０分～正午②午後２時～４時g
１，０００円（事前申し込み）、１，２００円（当
日）l①２０組②５０人（いずれも申込順）
qＥメールでＮＰＯ法人ダイバーシテ
ィコミュehappy@diversitycomm 
u.jpへ
　w協働推進課協働推進係・内線２６２７

■子ども未来センター　くるり
ん子育てひろばのイベント

　ご利用者からの公募・投票により、
子ども未来センター子育てひろばの愛
称が「くるりん子育てひろば」になり
ました。７月のイベントは、①お父さ
んといっしょ！「七夕の飾りを作りま
しょう」②作って遊ぼう講座「食品ト

催　　し
■子ども未来センター　協働ス
ペースの利用案内とイベント

レイのお魚で魚釣りごっこをしましょ
う」③親子で壁面制作「シャボン玉を
飛ばしましょう」。直接会場へs①７月
７日㈰②７月１２日㈮③７月１９日㈮、い
ずれも午前１０時３０分～１１時３０分d子ど
も未来センターくるりん子育てひろば
l各２０人（先着順）w同センター子育て
支援事務室緯（５２９）８６６４

■親子でフラダンス
　ふじみ子育てひろば講座a１歳以上
の幼児と保護者s７月１７日㈬午前１０時
３０分～１１時３０分d富士見児童館fフラ
ダンス講師・小室真琴さんl２０組（申
込順）;動きやすい服装、タオル、飲
み物q６月２５日から電話で富士見児童
館緯（５２５）９０２０へ

■七夕飾りを作ろう
　日本の伝統行事に触れてみませんか。
簡単な七夕飾りを作り、短冊に願いご
とを書きます。浴衣や甚平で参加の方
（各回先着１０人）には特典があります。
直接会場へ（材料がなくなったら終了）
s７月７日㈰①午前１１時３０分～午後０
時３０分②午後２時～３時d子ども未来
センター１０２会議室w同センター子育
て支援事務室緯（５２９）８６６４

■第７回都市農地保全自治体フ
ォーラム

　都市農業や都市農地の重要性を知っ
ていただき、都市農地の保全につなげ
るためのフォーラムです。直接会場へ
葛式典と各自治体農業施策の紹介＝s
７月６日㈯午後１時４５分～４時d東京
都庁第一本庁舎５階大会議場（新宿区
西新宿２害８害１）葛都内農産物の販
売＝s７月６日㈯午前１１時３０分～午後
２時dJA東京アグリパーク（渋谷区代
々木２害１０害１２）w市産業振興課農業
振興係・内線２６５０

■東京すずらんスポーツ祭
　銀座・神田・経堂・南阿佐ヶ谷・荻
窪・立川南口の各「すずらん通り商店
街」間を走る駅伝イベントです。ゴー
ルとなる立川では、元水泳日本代表・
田中雅美さんのトークショーや、各種
アトラクションを実施。直接会場へs
６月３０日㈰午後２時～６時dすずらん
通りw同祭事務局〔ＴＴＭ㈱〕緯（５２４）
５７８７、市産業振興課・内線２６４４

■たちかわまちの案内人オリジ
ナル観光まち歩き

　立川歩きのエキスパートが案内する
まち歩きに参加して、立川の自然や文

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qストローグライダーを作ろう＝７月１０
日午後２時３０分から、定員２０人

煙qビーズのシュシュを作ろう＝７月１８日
午後２時３０分から、定員２０人、有料

煙qザリガニ釣りに行こう＝７月２６日午前
１１時から、定員１０人
煙qインディアンドッグを作ろう＝７月３１
日午前１１時から、定員１５人、有料
錦児童館　　　　　　　緯（525）6684
煙フリースロー大会＝７月３日午後２時３０
分から
羽衣児童館　　　　　　緯（526）2336
煙似顔絵を描こう＝７月１０日午後２時から、
自由参加

煙作って飛ばそうパックビー＝７月１９日午
後２時から、先着１５人

煙マイしおりを作ろう＝７月２４日午後２時
から、自由参加
高松児童館　　　　　　緯（528）2925
煙咲いた！咲いた、心の「サンフラワー」
＝７月１６日～２１日午後２時３０分から、自
由参加

煙とっておきのヒンヤリ・シャワーだよ！
＝７月２７日・２８日午後２時３０分から、自
由参加

若葉児童館　　　　　　緯（536）1400

煙地域ＭＡＰを作ろう！＝７月１７日～１９日
午後３時から、自由参加
煙qピザパーティ＝７月３日午後３時から、
定員１０人、有料

煙ゆりーと君とダンス＝７月１０日午後２時
から、自由参加

幸児童館　　　　　　　緯（537）0358

煙赤ちゃんタイム＝毎週水曜日午前１０時３０
分から、自由参加

煙七夕週間＝７月１日～７日午後３時から、
自由参加

煙qがくさんと作ろう＝７月２１日午後３時
から、先着２０人

上砂児童館　　　　　　緯（535）1557

煙七夕に願いごとをしよう！＝７月１日～
６日随時、自由参加
煙てあとる上砂＝７月１０日午後３時から、
自由参加

西砂児童館　　　　　　緯（531）0433

煙キックベース大会＝７月３日午後３時か
ら、先着２４人
煙こわーいおばけやしき＝７月２８日午前の
部・午後の部
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　●子育てひろば　a乳幼児と保護者
の方s７月の毎週金曜日と１４日・２８日
の日曜日、午前１１時～午後３時※２８日
には「おはなし会」もあり
　●qプラモデルづくり教室　a小学
２年生以上s７月２８日㈰午前９時３０分
～午後３時３０分l１０人（申込順、７月２１
日までに）。プラモデルは参加者が用意
　●プレーパーク　冒険あそび場　a
児童s７月１３日㈯午前１０時～午後３時
　●q日曜絵画教室　s７月２１日㈰午
後１時～２時３０分l１０人（申込順、７
月２０日までに）;汚れてもよい服装
　●qふれあいサークル　健康体操、

　d旧多摩川小qマークの催しは申
込制。そのほかは直接会場へqw電
話か、参加者名・電話番号を書いて
ファクスで、たまがわ・みらいパー
ク企画運営委員会緯r（８４８）４６５７へ

脳トレなどa高齢者s７月１３日㈯午後
１時３０分～３時３０分g５０円（お菓子代）
l２０人（申込順、７月１２日までに）
　●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
　●新体操クラブ　a６歳～小学６年
生s７月２０日㈯午前１０時～１１時３０分
g２００円（手具レンタル代）
　●qたちかわ水辺の楽校　①多摩川
の水学習a小学３年生以上s７月２８日
㈰午前９時３０分～１１時３０分g１００円（資
料代）l２５人②多摩川源流体験a小学
３年生以上s８月９日㈮午前７時２０分
～午後５時d山梨県小菅村g４，０００円
（交通費・保険代）l４０人（いずれも
申込順、７月２４日までに）
　●qものづくりワークショップ　廃
材アクセサリー作りa小学生以上s７
月６日㈯午後１時～４時g５００円（材料
代）l２０人（申込順、７月５日までに）

たまがわ・みらいパークの主な催し
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■職業訓練生（１０月入校）
　科目により、訓練期間、応募条件、
定員などが異なりますので、くわしく
は各センター・校にお問い合わせくだ
さい。見学会もあります葛募集期間＝
６月２８日金～７月２６日金葛募集科目渇
多摩職業能力開発センター（昭島市）
＝精密加工科、住宅リフォーム科、ビ
ル管理科など９科目渇八王子校＝電気
設備管理科、福祉用具科、介護サービ
ス科など４科目渇府中校＝ネットワー
ク施工科、セキュリティサービス科、
ビルクリーニング管理科など７科目w
多摩職業能力開発センター緯０４２（５００）
８７００、八王子校緯０４２（６２２）８２０１、府
中校緯０４２（３６７）８２０１、市産業振興課
商工振興係・内線２６４４

■生活援助員（シルバーピア千歳・
高齢者集合住宅の常駐職員）

　居住者（高齢者）の安否確認、緊急
時の対応、生活相談、生活援助などの
業務を行います葛勤務時間＝平日午前
９時～午後４時葛募集住宅＝シルバー
ピア千歳（富士見町４害１８害１１）葛申
込資格＝次のすべてを満たす方①市内
に居住している②同居親族がいる③世
帯の所得が基準内である④現に自ら居
住するための住居を必要としている⑤
申込者（同居家族を含む）が暴力団員
でない。勤務条件は社会福祉法人恵比
寿会の規定によりますq７月３１日（必
着）までに履歴書を書いて郵送でフェ
ローホームズ〔〒１９０害００１３富士見町２

募　　集
害３６害４３〕へw市高齢福祉課・内線１４７１

■社会福祉協議会会員
　社会福祉協議会の活動は市民の皆さ
んや地域の団体が会員となって納めて
いただく会費などで運営されています。
会費は福祉団体への活動費助成、「あい
あい通信」の発行、社会福祉協議会あ
いあいステーションの運営などに活用
します。７月は「会員募集キャンペー
ン」月間。多くの皆さんのご加入をお
願いします。年会費は葛個人会員＝１
口５００円から葛団体会員＝１口５，０００円
からw立川市社会福祉協議会総務係緯
（５２９）８３００

■赤ちゃんとママを応援～ブッ
クスタートボランティア

　３～４か月健診で、絵本の読み聞か
せと、市の子育て支援制度を案内する
ボランティアを募集します。なお、受
講後のボランティア登録は若干名の予
定ですa講習に参加でき、赤ちゃんと
保護者に温かく接することのできる方
sd渇７月９日㈫＝市役所２０８会議室
渇７月１０日㈬＝健康会館、午後１時３０
分～４時３０分（全２回）q６月２５日午
前１０時から電話で子ども家庭支援セン
ター緯（５２８）６８７１へ

■赤ちゃんと一緒の映画会「シネマ
のたまてばこ★２０１３」実行委員

　「シネマのたまてばこ」は、赤ちゃ
ん連れでは映画なんて見られないと諦
めている保護者の方に大スクリーンで
映画を楽しんでもらう貸切上映会です。
市民団体「子育て・いれかわりたちか
わり」が市内の映画館の協力を受け、

７
月
の
行
事
予
定

　●特別協賛者観覧チケット販売中
　お早めにお求めください。今年は
昨年よりも席数を増やしています葛
購入方法＝渇ローソン、ミニストッ
プ＝店舗設置のチケット販売機
Loppi（ロ ッ ピ ー）に Ｌ コ ー ド
「３３３８８」を入力して購入渇インター
ネット予約＝http://l-tike.com/
（無料会員登録が必要）渇電話予約
＝緯０５７０（０８４）００３（Ｌコード必要・
２４時間自動音声対応）渇オペレータ
ー予約・問い合わせ（午前１０時～午
後８時無休）＝緯０５７０（０００）７７７
　●お祝い花火募集中　お申し込み
いただくと、花火大会パンフレット

にお名前などを掲載し、当日メイン
会場でもご紹介しますg３万円から
q立川まつり実行委員会協賛募集係
〔立川商工会議所内〕緯（５２７）２７００へ
　●観覧する方へご協力のお願い　
花火大会を安全に楽しんでいただけ
るよう、警察の協力のもと、観覧会
場へ入園する方の手荷物検査を実施
します。観覧会場へは、玩具花火を
含む火薬類のほか、法律で禁止され
ている物、危険物の持ち込みは禁止
されています。安全な花火大会運営
のため、皆さんのご協力をお願いし
ます。

国営昭和記念公園花火大国営昭和記念公園花火大会会
【荒天の場合は翌２８日㈰同時刻に順延】

7月27日㈯開催　午後7時20分～8時30分

庭の小学生（４年～６年生）２０人、中
学生２０人〔いずれも抽選。申し込みに
は一定の収入要件があります〕q７月
８日までに、はあと立川緯（８０８）１５０８へ

市と共催で実行委員会を立ち上げ企
画・運営します。上映までに平日２時
間程度の会議を６回開催予定。第１回
は７月１０日㈬午前１０時～正午、市役所
２１０会議室葛対象＝乳児を子育て中の
方葛募集人数＝５人程度（申込順）葛
保育＝見守り保育q６月２６日午前１０時
から電話で子育て・いれかわりたちか
わり実行委員会緯０９０（８３４０）９４９４へw
子育て推進課・内線１３４０
 

　●ひとり親家庭の小・中学生対象の
学習支援が始まります　東京都ひとり
親家庭支援センター・はあと立川では
無料の学習支援をしますaひとり親家

官公署・その他

市公式ツイッター市公式ツイッターをを
始めま始めますす

@tachikawa_tokyo

市公式ツイッター市公式ツイッターのの
ご利用をご利用を……

w広報課・内線2744

市政情報、防災・防犯情報、イベン
ト情報、「メイヤーズ トーク」など

備考主催・問合先場所時間行事名日（曜日）

７日まで開催w立川競輪場緯（５２４）１１２１たちかわ競輪場午前１０時～午後４時３０分大町市物産展５５５５５５５５５５５５５５５５日日日日日日日日日日日日日日日日５日 金
w産業振興課・内線２６５０立川北口農産物直売

所午後０時３０分～６時立川北口農産物直売所夏の感謝祭（７周年感謝祭）６６６６６６６６６６６６６６６６日日日日日日日日日日日日日日日日６日 土
子ども未来センター午前１０時３０分～１１時３０分お父さんといっしょ！「七夕の飾りを作りましょう」

７７７７７７７７７７７７７７７７日日日日日日日日日日日日日日日日７日 日 子ども未来センター午前１１時３０分～午後０時
３０分、午後２時～３時七夕飾りを作ろう

w子ども未来センター子育て支
援事務室緯（５２９）８６６４子ども未来センター午前１０時３０分～１１時３０分作って遊ぼう講座「食品トレイのお魚で魚釣りご

っこをしましょう」１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２日日日日日日日日日日日日日日日日１２日 金
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～正午衣類のリフォーム相談１１１１１１１１１１１１１１１１６６６６６６６６６６６６６６６６日日日日日日日日日日日日日日日日１６日 火

w錦学習館緯（５２７）６７４３錦学習館午後２時３０分からにしきこども映画会「坊っちゃん」
１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７日日日日日日日日日日日日日日日日１７日 水 要申込w富士見児童館緯（５２５）９０２０富士見児童館午前１０時３０分～１１時３０分親子でフラダンス

w子ども未来センター子育て支
援事務室緯（５２９）８６６４子ども未来センター午前１０時３０分～１１時３０分親子で壁面制作「シャボン玉を飛ばしましょう」１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９日日日日日日日日日日日日日日日日１９日 金

要申込w歴史民俗資料館緯（５２５）０８６０歴史民俗資料館午前１０時～午後０時３０分体験学習「手打ちそば作り」２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００日日日日日日日日日日日日日日日日２０日 土
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～午後１時親子で作るどらやき～オリジナル焼印を作っちゃおう２２２２２２２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３３３３３３３日日日日日日日日日日日日日日日日２３日 火
要申込w柴崎学習館緯（５２４）２７７３柴崎学習館午後２時～４時日本人の国民性調査について２２２２２２２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４４４４４４４日日日日日日日日日日日日日日日日２４日 水
要申込w高松学習館緯（５２７）００１４五小午後７時～８時３０分天体観測講座「高松の星空を見よう」２２２２２２２２２２２２２２２２５５５５５５５５５５５５５５５５日日日日日日日日日日日日日日日日２５日 木
要申込w地域文化振興財団緯（５２６）１３１２子ども未来センター午後１時１５分～２時、

午後２時３０分～３時４０分親子でＫ－ＰＯＰダンス２２２２２２２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６６６６６６６日日日日日日日日日日日日日日日日２６日 金

要申込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～午後３時みんなでつくって膨らまそう！大きなビニールの
立川

２２２２２２２２２２２２２２２２７７７７７７７７７７７７７７７７日日日日日日日日日日日日日日日日２７日 土 ２８日も開催、
要申込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、

午後２時からダンボールルームをみんなで作ろう！

要申込w地域文化振興財団緯（５２６）１３１２子ども未来センター午前１０時からバルーンで作ろう“お空と地面をつなげて”
２２２２２２２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８８８８８８８日日日日日日日日日日日日日日日日２８日 日 要申込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、

午後２時から立川にあったらいいな！をビニールでつくろう

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後２時～４時市民リーダー☆みんなの講座「地震と火山の初歩」３３３３３３３３３３３３３３３３１１１１１１１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日日日日日日日３１日 水

thttp://twitter.com/
　tachikawa_tokyo

w子ども未来センター子育て支
援事務室緯（５２９）８６６４

第55回 立川まつり
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