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■アクアエクササイズ泉教室
　水の浮力を利用
し、体に無理な負
荷をかけずに行う
水中リズム体操で
すa市内在住の１８
歳以上の方（初め
ての方を優先）s葛Ａ教室＝９月１０日
～１２月１７日の毎週火曜日（９月２４日、
１０月１日・８日は国民体育大会のため
休み）葛Ｂ教室＝９月１１日～１２月１８日
の毎週水曜日（９月２５日、１０月２日・
９日は国民体育大会のため休み）。いず
れも午後２時～２時５０分（全１２回）d
泉市民体育館プールg各回４００円（施設
利用料。６０歳以上割引あり）l各４０人
（抽選）q８月１１日（必着）までに往
復はがき（１人１枚、１教室）に教室
名（ＡかＢ）、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号、返信用宛名、
受講が初めての方は「初めて」と書い
て、泉市民体育館へ

■みんなでストレッチ教室
　リズム体操や筋力
アップ運動で、より
健康な体づくりを目
指します。対象、日
程、会場などは下表
の通りq８月１１日（必着）までに往復
はがきに「みんなでストレッチ教室」
と希望コース（１人１コース）、住所、

スポーツ
　qw泉市民体育館〔〒１９０害００１５泉
町７８６害１１〕緯（５３６）６７１１、柴崎市
民体育館〔〒１９０害００２３柴崎町６害１５
害９〕緯（５２３）５７７０へ

氏名（ふりがな）、年齢（１８歳以上）、
性別、電話番号、返信用宛名と在勤・
在学の方は勤務先か学校名を書いて、
泉市民体育館へ

■８月１１日㈰、柴崎市民体育館
室内プールは利用できません

　８月１１日㈰は、市民体育大会（水泳）
開催のため、終日プールは利用できま
せん。ご理解・ご協力をお願いします
w柴崎市民体育館

■普通救命士講習会
　立川市体育協会では、ジュニア育成
地域推進事業の一環として、市民の皆
さんを対象に普通救命士講習会を立川
消防署の協力で開催しますs９月８日
㈰午前８時３０分～正午d泉市民体育館
l３０人（申込順）
　申込方法・費用など、くわしくは立
川市体育協会ホームページthttp:// 
www.t-taikyo.jp/をご覧いただくか、
お問い合わせください。
w立川市体育協会緯（５３４）１４８３
 

　●自転車競技（トラック）　 種目は
タイムトライアル（小学生・一般男女）、
追抜き・スクラッチ（一般男女）、ケ
イリン（男子のみ）、一輪車（小学生
のみ）a市内在住・在勤・在学の方と
立川市自転車競技連盟が認めた方s９
月１日㈰午前９時からd立川競輪場g
１人１，０００円q８月２６日（必着）までに
住所、氏名、年齢、電話番号、種目を
書いて、郵送またはＥメールで立川市
自転車競技連盟事務局・伊藤さん（〒
１９０害０００３栄町４害３９害７害１０６）eta 
chikawa_cf@yahoo.co.jpへ
　●ゲートボール　渇オープンの部＝
a市内在住・在勤・在学の方s９月５

市民体育大市民体育大市民体育大市民体育大市民体育大市民体育大市民体育大市民体育大会会会会会会会会市民体育大会市民体育大会

日㈭午前９時からd砂川中央地区北多
目的運動広場g１チーム２，０００円渇地
区対抗の部＝a地区体育会代表チーム
s９月２２日㈰午前９時からd砂川中央
地区北多目的運動広場q所定の申込用
紙に必要事項を書いて、９月２日午後
３時から高松学習館で行われる監督会
議までに立川市ゲートボール協会事務
局・坂本さん〔〒１９０害００１２曙町１害３６
害３４〕緯（５２３）２９２２へ
　●卓球（中学生の部）　a市内在住・
在学の中学生s９月７日㈯午前９時か
らd七中q郵送で８月２０日（必着）ま
でに学校単位で七中・佐藤さん〔〒１９０
害００３４西砂町６害２８害３〕緯（５３１）０５１１
へ
　●クレー射撃　a市内在住・在勤の
方と立川市クレー射撃協会会員s９月
８日㈰午前９時からd山梨県大月国際
射撃場g５，０００円q立川市クレー射撃
協会・猪狩さん緯（５２２）３４５７〔三進小
銃器製作所内〕、または伊藤さん緯
（５２５）８８４４へ
　●相撲（個人・団体の部）　 a個人・
団体ともに市内在住の方と立川市相撲
連盟が認める方渇個人戦＝幼稚園の
部・小学生各学年別の部・中学生の部
渇団体戦＝小学生各学年１人ずつ、中
学生１人の計４人～７人で編成するチ
ームs９月８日㈰午前１０時からd練成
館相撲場q団体戦は８月２５日まで、個
人戦は当日午前１０時までに電話で立川
市相撲連盟・佐川さん緯（５３６）４６１６へ
　●軟式野球（少年の部）　 a市内在
住の小学生チームs９月１５日～１１月２３
日の日曜日と祝日d立川公園野球場ほ
かw立川市野球協会・菅沼さん緯（５３１）
４１４４
　●サッカー（一般の部）　 a市内在
学の高校生、立川市サッカー協会加盟

チーム、市内の地域・職域などで編成
されたチームs１０月６日～１２月１５日の
日曜日d砂川中央地区北多目的運動広
場g協会未加入チーム２，０００円q８月
３１日午後７時から泉市民体育館で開く
主将会議でw立川市サッカー協会・石
川さん緯０９０（３９０８）８８３５
 

 

　○８月１１日㈰は大会開催のため個人
のご利用はできません。
　◎第１体育室（卓球・バドミントン・
ミニテニス）＝３日・７日・１４日・１７
日・２１日・２８日
　◎第２体育室渇卓球＝５日・１９日・
２５日（５日・１９日は夜間を除く）渇バ
ドミントン＝１２日・２５日・２６日（１２
日・２６日は夜間を除く）渇バスケット
ボール＝５日・１２日・１９日・２６日（い
ずれも夜間）
 

　○８月５日（第１月曜日）は個人無
料開放日となります。なお、８月は休
館日はありません。
　◎第１体育室（バドミントン・ミニ
テニス）◎第２体育室（卓球・ボルダ
リング）＝いずれも２日・５日・９日・
１０日・１６日・１８日・２３日・２４日・３０日
 

　●ミニテニス（地区対抗の部）　 渇
優勝＝若葉町体育会渇準優勝＝富士見
町体育会渇第３位＝錦町体育会
　●バレーボール（地区対抗の部）　
葛女子渇優勝＝柴崎町体育会渇準優勝
＝若葉町体育会渇第３位＝富士見町体
育会

8月の個人利用日8月の個人利用日8月 個人利用日8月の個人利用日月 個人利用日月の個人利用日8月の個人利用日月の個人利用日8月の個人利用日8月の個人利用日

☎（536）6711泉市民体育館泉市民体育館泉市民体育館

☎（523）5770☎柴崎市民体育館柴崎市民体育館柴崎市民体育館

市民体育大会の結果市民体育大会の結果市民体育大会 結果市民体育大会の結果市民体育大会 結果市民体育大会の結果市民体育大会の結果市民体育大会の結果市民体育大会の結果市民体育大会の結果

 

 

■キラキラ★歯育て～１歳から
始める親子歯みがき教室

　１歳の時期に必要な栄養の話と虫歯
予防を学び、歯みがきの実習と親の虫
歯菌チェックを行いますa１歳～１歳
２か月の子ども（第一子に限る）と親
s①平成２４年６月～８月生まれの子ど
も＝８月２０日㈫②平成２４年７月～９月
生まれの子ども＝
９月１７日㈫。いず
れも午前１０時～１１
時３０分d健康会館
g１００円（歯ブラシ

健　　康
　qw健康推進課〔〒１９０害００１１高松
町３害２２害９健康会館内〕緯（５２７）
３２７２r（５２１）０４２２へ

代ほか）l各日１５組（抽選）q８月６
日（消印有効）までに往復はがきに講
座名、希望日、住所、親子の氏名、子
どもの生年月日、電話番号を書いて健
康推進課へ

　保険証を忘れずに。
　●休日急患診療所（内科・小児科）＝
健康会館１階緯（５２６）２００４渇日曜日・祝
日＝午前９時～午後９時　●歯科休日
応急診療所＝健康会館２階緯（５２７）
１９００渇日曜日・祝日＝午前９時～午後５
時　●医療機関案内テレホンサービス
（祝日を除く）＝緯（５２６）２００４渇月曜～
金曜日＝午後５時～９時渇土曜日＝午
後１時～９時　●２４時間電話案内渇医
療機関案内「ひまわり」緯０３（５２７２）０３０３
渇救急相談センター緯（５２１）２３２３※携
帯電話・プッシュ回線からは緯＃７１１９も
利用できます渇立川消防署緯（５２６）０１１９

生後５か月から８か月までに接種をしましょ生後５か月から８か月までに接種をしましょうう

４９６ ＢＣＧワクチンの接種

ＢＣＧ定期接種年齢が「１歳未
満」に延長されました。いつ接

種すればいいですか？
結核予防のワクチンであるＢＣ
Ｇは、乳児の重症結核を予防す

るのに非常に有効で、生後６か月未満
に接種するよう定められていました。
しかし、乳児期の早期接種による副反
応（骨髄炎など）の報告が徐々に増え、
安全性を考慮して、２０１３年４月から接
種時期が「１歳未満」に延長されまし
た。加えてインフルエンザ菌ｂ型や肺
炎球菌の感染症は、生後６か月から急

増するため、生後２か月からの早期接
種が勧められています。４種混合（Ｄ
ＰＴ・ポリオ）ワクチンなども含め、
これらの接種をし終えた「生後５か月
から８か月までの間」にＢＣＧの接種
が勧められています。
　なお、家庭内に結核にかかっている
ご家族がいる場合や流行している地域
にお住まいの方は、早期接種が望まし
いので、かかりつけの医師に早めにご
相談ください。
  《立川市医師会・中島多英》

QQ

AAAAAAAAAAA

みんなでストレッチ教室日程表
会　場対　象参加費定員回数期　間時間帯コース

泉市民
体育館

市内在住の
方

２，０００円６０人１０回
９月２日～１２月１６日
（９月１６日・２３日・
３０日、１０月７日・１４
日、１１月４日を除く）

午後月曜

２，６００円６０人１３回
９月３日～１２月１７日
（９月２４日、１０月１
日・８日を除く）

午前火曜

市内在住・
在勤・在学
の方

２，６００円６０人１３回
９月４日～１２月１８日
（９月２５日、１０月２
日・９日を除く）

夜間水曜

市内在住の
方２，８００円

６０人
１４回

９月６日～１２月２０日
（９月２７日、１０月４
日を除く）

午前金曜Ａ

市内在住・
在勤・在学
の方

１００人午後金曜Ｂ

２，６００円１００人１３回
９月７日～１２月２１日
（９月２８日、１０月５
日、１１月２３日を除く）

午前土曜

煙対象はいずれも１８歳以上の方　　煙定員を超えた場合は抽選
煙午前＝午前１０時～正午、午後＝午後２時～４時、夜間＝午後７時～９時

健 康 日 程健 康 日 程 表表　　w健康推進課（健康会館内）緯（527）3272

○西砂学習館＝８月７日㈬
○健康会館＝８月１４日㈬、９月２５日㈬
○市役所＝☆９月４日㈬
　保健師・助産師・成長相談員・栄養
士・歯科衛生士が相談に応じます。☆印
の日は成長相談員・歯科衛生士はおりま
せん。希望の方は直接会場へ。

　健診は該当月齢の翌月です。対象者に
は個別に通知します。通知の届いていな

親と子の健康相談
《午前９時３０分～１０時３０分》

乳児（３～４か月児）・１歳６か月児・
２歳児歯科・３歳児健康診査

い方は健康推進課へお問い合わせくださ
い。
　集団健診のため、発熱や体調不良、感
染症にかかっている場合は、ご遠慮くだ
さい。次回の日程についてはご相談を。

　あなたの体のお悩みを専門家に相談し
てみませんか。
○健康会館＝８月７日㈬午前９時３０分～
１１時は運動指導士・栄養士が相談に応じ
ます。８月２２日㈭午後１時３０分～３時は
保健師・看護師・栄養士が相談に応じま
すq電話で健康推進課へ

健康相談（個別予約制）
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■平和アニメ映画会
　「夏服の少女
たち～ヒロシ
マ・昭和２０年８
月６日」（’ ８９年、
３０分）、「ピカド
ン」（’ ８５年、１０
分）、「核戦争」
（’ ８７年、１５分） 
を上映。直接会
場へs８月１５日㈭午後１時３０分～２時
３０分d高松学習館l８０人（先着順）w
高松学習館緯（５２７）００１４
 

　絵本作家・
西村繁男さん
と被爆者であ
る神戸美和子
さんのお話。
原画展示もs
葛お話＝８月１４日㈬午後１時３０分～３
時３０分葛原画展示＝８月１３日㈫～１７日

■子どもから大人まで「絵本から
考える平和・被爆者のおはなし」

㈯、午前９時～午後５時d柴崎学習館
k若干名（１歳～学齢前）l５０人（申
込順）q電話で柴崎学習館緯（５２４）２７７３
へ

■戦時下の砂川と食事情
　当時の資料から戦時下の食事を再現。
砂川の空襲についても学びますs８月
１８日㈰午前１０時～午後１時d砂川学習
館f立川民俗の会会員・檜山泰子さん、
多摩地域の戦時下資料研究会会員・楢
崎茂彌さんg５００円（材料代）l２０人（申
込順）;エプロン、三角きん、ふきん
q電話で砂川学習館緯（５３５）５９５９へ
 

 

　いろいろな職
業への理解を深
める子ども対象
講座。今回は旅
行会社のお仕事
について学び、自分だけのオリジナル

☎（534）3076幸 学 習 館幸 学 習 館幸 学 習 館

■いろんなお仕事のぞいちゃお
う！～旅行会社編

パンフレット作りを体験します。ハワ
イで人気のマラサダドーナツなどの試
食もa小学３年生～高校生s８月２３日
㈮午後２時～４時d幸学習館f旅行会
社社員・三上富昭さんg４００円（試食
代ほか）l１５人（申込順）q７月２５日
から電話で幸学習館へ
 

■放射線を学ぶ
　放射線問題について、科学的・医学
的見地からの正しい理解を目指します。
立川周辺の測定データもあります。第
１部「放射線の人体への影響について」、
第２部「放射線・放射能について」（予
定）。たちかわ☆きらきらカード対象講
座s８月３１日㈯午後１時～５時d女性
総合センター５階第３学習室f放射線
医学総合研究所研究員（専門：放射線
防護）・島田義也さん、都立産業技術
研究センター上席研究員・武藤利雄さ
ん、市環境対策課職員l５０人（申込順）
q７月２５日から電話で生涯学習推進セ
ンター緯（５２８）６８７２へ

市民企画講市民企画講座座

 

 

　平和学習事業として、映画、展示、
講演会などを実施します。

■映画とおはなしの会
　映画「１００ばんめのサル」（’ ８６年、２０
分）と「天に焼かれる～絵による表現」
（’ ８８年、１７分）を上映後、絵本の読み
聞かせを行います。直接会場へs８月
１４日㈬午前１０時３０分からd柴崎学習館
w柴崎学習館緯（５２４）２７７３

■映画「世界は恐怖する　死の
灰の正体」と第五福竜丸事件
から平和を考える

　亀井文夫監督の映画「世界は恐怖す
る　死の灰の正体」（’ ５７年、８０分）上
映と、第五福竜丸事件についての講演
と資料展示s葛映画＝８月１７日㈯午前
１１時１０分～午後０時３０分葛講演＝８月
１７日㈯午後１時３０分～３時３０分葛展示
＝８月１３日㈫～１７日㈯、午前９時～午
後５時d柴崎学習館f第五福竜丸展示
館・安田和也さんk若干名（１歳～学
齢前）l５０人（申込順）q電話で柴崎
学習館緯（５２４）２７７３へ

講　　座
たたたたたたたたたたたたたたたたちちちちちちちちちちちちちちちちかかかかかかかかかかかかかかかかわわわわわわわわわわわわわわわわ市市市市市市市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民民民民民民民交交交交交交交交交交交交交交交交流流流流流流流流流流流流流流流流大大大大大大大大大大大大大大大大たちかわ市民交流大学学学学学学学学学学学学学学学学学

えます。企画・運営はママサプリa子
育て中の女性の方s９月１０日㈫午前１０
時～正午fカウンセラー養成教室主
宰・あいのひろさんk１０人程度（１歳
～学齢前）l２０人（申込順）

■親子で参加　連れ去り防止教室
　a６歳くらい～小学校低学年と保護
者s８月９日㈮午後１時３０分～３時d
女性総合センターl２０組（申込順）q
電話で男女平等参画課緯（５２８）６８０１へ
 

■企画展示「渋沢敬三からのメ
ッセージ」関連講演会

　国文学研究資料館（緑町１０害３）で
９月１３日㈮～１０月１４日祝に開催される
企画展示の関連講演会を行います。①
「渋沢敬三からのメッセージ」展を語

歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴史史史史史史史史史史民民民民民民民民民民俗俗俗俗俗俗俗俗俗俗資資資資資資資資資資料料料料料料料料料料館館館館館館館館館館のののののののののの催催催催催催催催催催歴史民俗資料館の催ししししししししししし

る害立川市指定文化財旧石井家の古文
書・民具にみる民のくらし②江戸城へ
の鯛上納と武蔵野の人 々 s８月３０日㈮
午後７時～９時d女性総合センタ ー f
①国文学研究資料館准教授・青木睦さ
ん②同館准教授・太田尚宏さんl１８０人
（申込順）q７月２５日から電話で生涯
学習推進センター緯（５２８）６８７２へ

■夏休み工作体験「竹細工作り」
　竹を使って紙鉄砲、けん玉、貯金箱
などを作り、竹の性質や工作道具の使
い方も学びますa市内在住の小学生以
上の子どもと保護者の方（大人のみの
参加も可）s８月１７日㈯午前１０時～午
後０時３０分d歴史民俗資料館f立川民
俗の会の皆さんl２０人（申込順）;ハ
ンカチや手ぬぐい、タオルq７月２５日
から電話で歴史民俗資料館緯（５２５）
０８６０へ

 

■子どもも大人も大笑い！第２
回錦図書館「寄席」

　立川落語会の皆さんによる落語「ひ
らばやし」や紙きりなど。子どもから
大人まで楽しめる演目です。直接会場
へs８月２５日㈰午後３時～４時d錦学
習館l４０人（先着順）w錦図書館緯
（５２５）７２３１

■中央図書館に行ってみよう！
～サービスが変わりました～

 

　７月４日㈭から、市図書館では新し
い図書館システムとＩＣ機器を活用し

図 書 館
たサービスを開始しました。特に、中
央図書館の貸出・返却方法や、インタ
ーネットの利用方法などが一新されて
いますw中央図書館緯（５２８）６８００
 

■市民企画活動事業
d女性総合センターqいずれも７月

２５日から電話で男女平等参画課緯
（５２８）６８０１へ
　●そういうことか！　日本の古典　
源氏物語を通して、古典の面白さや人
間としての生き方の知恵や力を学びま
す。新たな古典の魅力に触れてみませ
んか。企画・運営は四季の会s９月１４
日、１０月１２日の土曜日、午後１時３０分
～３時３０分f日本古典文学研究家・山
崎省次さんk８人程度（１歳～学齢前）
l５０人（申込順）
　●夏休みでお疲れのママへ～イライ
ラが優しさに変わる講座　子どもとパ
パの心にまっすぐ届く接し方をチャイ
ルドカウンセラーがワークを交えて教

女性総合センター

戦戦争争をを語語りりつつぐぐ戦争を語りつ戦争を語りつぐぐ
Peace2013

市民リーダー☆みんなの講座
定員費　用講　師場　所日　程内　　容講 座 名

１０人
１，１００円
（受講料・
材料代）

長竹留美子
さん西砂学習館９月４日㈬

午前１０時～正午

マルチローディングという技法によ
り、アクリル絵の具で白木の小箱に
絵を描きます

トールペイント（マルチ
ローディング）で描くエ
レガントな小箱

１５人９００円
（受講料）

門眞一郎さ
ん幸学習館９月１０日・１７日・２４日の

火曜日、午前１０時～正午
「楽しい書道」を体験しませんか。
字の起こり、読み方なども学びますホット書道

生涯学習市民リーダーを講師に多彩な講座を開催q７月２５日から
電話で生涯学習推進センター緯（５２８）６８７２へ

w国体推進室・内線3286

 

　●いちど入ったら出られない　史上
最恐のおはなし会　怖い話をたっぷり
４５分間楽しみませんか。直接会場へa
小学３年生以上s８月２２日㈭午後３時
３０分～４時１５分d中央図書館w中央図
書館緯（５２８）６８００
　●夏休みえいが会　直接会場へs８
月２１日㈬午後３時からd多摩川図書館
w多摩川図書館緯（５２５）６９０５
　●夏の工作教室　夏休みの思い出に、
挑戦してみましょう。直接会場へa４
歳以上（小学生未満は保護者同伴）s

夏の子ども向けイベント刺 刺
８月２７日㈫午後３時
～４時d上砂会館w
上砂図書館緯（５３５）１５３１
　●夏休み工作教室「作ってみよう！
やじろべえ」　 福島県の竹細工職人・
高田吉平さんと紙のやじろべえを作り
ます。楽しいお話を聞きながら、「て
こ」のつり合いや、てんびんの仕組み
を学んでみませんか。大人も一緒に楽
しめますa小学３年生以上s８月２８日
㈬午前１０時～正午d高松学習館g３００
円（材料代）l３０人（申込順）q７月
２５日から直接、または電話で高松図書
館緯（５２７）００１５へ

夏休み夏休みはは図書館図書館にに行こう行こう！！
第２弾毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅

　９月開催のスポーツ祭東京2013
（第６８回国民体育大会）に向けてさ
まざまなＰＲ活動に取り組んでいま
す。

■好評につき、ゆりーとのパ
ンやクッキーなどを市役所
で再販売します

　ゆりーとのパンやクッキーなどを
市内の社会福祉法人と協働し、市役
所で販売します。製造、販売は「ベー
カリー＆カフェBAKU BAKU」「ワ
ークセンターまこ
とくらぶLeaf」の
各施設の利用者が
担当します。パン
にゆりーとの焼き
付けをしたり、パ

ッケージにゆりーとや国体情報を貼
り付けるなど、楽しい工夫をして販
売します。直接会場へs７月２９日㈪
午前１０時から（商品がなくなり次第
終了）d市役所１階多目的プラザ

■グランデュオタイアップイ
ベント「ゆりーとダンスを
踊ろう！」

　大会の開幕に向けてのＰＲイベン
トを立川駅ビル「グランデュオ」と
タイアップで実施します。キッズダ
ンサーによるゆりーとダンスのほか、
ガールズケイリン選手の増茂るるこ
さんのトークショーやゆりーとグッ
ズの配布も行います。直接会場へs
８月１０日㈯午後２時～３時dグラン
デュオ４階
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