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た、読み聞かせなど時12月18日㈬午
前10時～11時定18人（先着順）
問高松学習館☎（527）0014

国立音楽大学卒業の皆さんによる弦
楽四重奏です。曲は「アイネクライネ
ナハトムジーク」ほか（予定）。直接会
場へ時12月17日㈫午後0時20分～0
時50分場市役所1階多目的プラザ問
地域文化課・内線2636

健康・食・住まい・介護・相続・備えな
ど、シニア生活をサポートする展示。
市障害福祉課による障害者福祉に関
する情報発信コーナーもあります。直
接会場へ時12月6日㈮・7日㈯、午前
10時～午後4時場国営昭和記念公園
みどりの文化ゾーン問イベント事務
局〔多摩信用金庫内〕☎（526）7766、
市障害福祉課・内線1516

参加企業20社程度を予定。東京しご
と財団、立川商工会議所、市の共催。
予約制対平成26年3月に大学院・大
学・短大・高専・専修学校を卒業予定
の学生と既卒3年以内の方時12月4
日㈬午後1時～4時30分（受付は午後
0時30分～3時30分）場立川グランド
ホテル（曙町2−14−16）申東京しごと
センター多摩☎042（329）4524問市
産業振興課商工振興係・内線2644

人（申込順）申電話で立川観光協会☎
（527）2700へ

対57歳以上の市民の方時12月11日、
平成26年1月15日の水曜日、午後1時
から場シルバー人材センター柴崎本部

（柴崎町1−17−7）申前日までに同本
部☎（527）2204へ

地域の皆さんとコンサートを開催。直
接会場へ。
▶こぶしファミリーコンサート＝津守
祥三さん、倉上脩平さん、今井斐さん、
安東京平さんによる金管四重奏と四
中吹奏楽部による演奏。ナビゲーター
は鴇田英之さん。曲は「情熱大陸」、
NHK連続テレビ小説「あまちゃん」
のテーマ、「ディベルティメント」（フィ
リップ・スパーク）ほか時12月14日㈯
午後1時30分開演（午後1時開場）場
こぶし会館
▶五月会クリスマスコンサート＝中村
有里さん、岡本育美さん、小田采奈さ
ん、秋山恵子さんによるサックス四重
奏。曲はジブリメドレー、クリスマスメ
ドレー、「星に願いを」ほか時12月15
日㈰午後1時30分開演（午後1時開
場）場西立川児童会館（富士見町1−
23−6）
問立川市地域文化振興財団☎（526）
1312

いずれも場たましんRISURUホール
（立川市市民会館）サブホール
①vol.32 絵本作家・永井郁子のお話
会　対乳幼児～大人時平成26年1月
19日㈰午前10時30分～正午定50人

（抽選）
②vol.33 永井郁子と一緒に作る自
分だけの絵本「ねむれる森の美女」　
対小学生時平成26年1月19日㈰午
後1時～4時費500円（材料代）定30人

（抽選・市内在住優先枠あり）
申いずれも12月15日㈰までに、立
川市地域文化振興財団ホームペー
ジ HP h t t p : / / w w w . t a c h i k awa -
chiikibunka.or.jp/kidsentryballet.
htmlから問同財団☎（526）1312

図書館職員が大型絵本・紙芝居の読
み聞かせをします。直接会場へ対4歳
～小学校低学年時12月5日㈭午後3
時～4時場さかえ会館定25人（先着
順）問若葉図書館☎(535)8841

地域の方が腹話術による手品や手作
りの紙芝居を実演します対4歳以上

（学齢前の子どもは保護者同伴）時
12月22日㈰午後1時30分～3時場こ
ぶし会館定30人（申込順）申11月26
日㈫から幸図書館☎536(8308)へ

壊れたおもちゃを修理します。1世帯
2点までで先着40点までです。壊れた
部品なども一緒にお持ちください。部
品代がかかる場合は実費負担です。
直せないものもあります。直接会場へ
対市内在住の方時12月14日㈯午後1
時～3時場女性総合センター問生活
安全課消費生活センター係〔女性総
合センター内〕☎（528）6801

劇団小さいお城の人形劇「三びきや
ぎのがらがらどん」と「たっちゃんと
あそぼう」。直接会場へ時12月27日
㈮午前10時開
演（午前9時45
分 開 場 ）場 西
砂学習館定72
人（先着順）問
西 砂 学 習 館 ☎

（531）0431

い ず れ も場高
松学習館。直接
会場へ
①映画会「トム
とジェリーの大
冒険」　時12月
4日㈬午後3時
～ 4 時 3 0 分定
80人（先着順）
②おはなし会　絵本、紙芝居、手遊び
など対乳幼児～小学校低学年時12
月11日㈬午後3時30分～4時30分定
30人（先着順）
③乳幼児向けおはなし会　わらべう

抽選会や地場野菜90円セール、豚汁
の振る舞い、お楽しみ袋（限定50袋）
の販売。直接会場へ時11月30日㈯午
前11時～午後5時場立川北口農産物
直売所（シネマ・ツー裏）問産業振興
課農業振興係・内線2650

対1歳以上のお子さんと保護者時12
月6日㈮午前10時30分～11時30分
場上砂児童館師児童英語講師・植
野千代子さん定15組（申込順）申11
月25日㈪から上砂児童館☎（535）
1557へ

NPO法人立川子ども劇場が主催。1
回目はママヨガ。育児中の心と身体
の疲れを癒しましょう。2回目は、親
子ヨガ。ママとお子さんのスキンシッ
プタイムです対2回とも参加できる親
子（お子さんは3歳以上）時12月2日
㈪・14日㈯、午前10時30分～11時
30分場子ども未来センター費1,500
円（2回分）定10組（申込順）保10人
程度（0歳～学齢前）持ヨガマットま
たはバスタオル、飲み物、動きやすい
服装師ヨガインストラクター ジョイ・
マキさん申電話、またはEメールに子
どもの氏名、年齢、連絡先、保育の有
無を書いて立川子ども劇場☎（526）
0731 e npo-tkg@jg8.so-net.ne.jp
へ

まち歩き観光ボランティア「たちかわ
まちの案内人」の新コース「立川西
砂」を案内します▶コース=拝島駅南
口集合～神明社～林泉寺～阿豆佐味
天神社～もぐら街道～村野ダルマ～
西武拝島線西武立川駅時12月13日
㈮午前9時30分～正午（予定）費500
円（保険料、資料代、お土産代）定20

催し

立川北口農産物直売所感謝祭

英語で遊ぼう! クリスマスバー
ジョン

財団どこでもステージ

でまえとしょかん! クリスマス
おはなし会 in さかえ会館

子どもも大人も集まれ! 幸図書
館クリスマス会 

乳幼児サークルしゃぼんだま
「親子ヨガ&ママヨガ」

おもちゃの病院

クリスマス子どもお楽しみ会

西砂こども観劇会西砂の昔をたずねる

シルバー人材センター入会説
明会

立川市役所ロビーコンサート

新卒者向け合同企業説明会

かぞく市〜多摩の健康・介護・
医療展

　10月30日、「シネマのたまてばこ☆2013」が開催されました。今年で7回
目となるこの企画「赤ちゃんが泣いてもお互いさま」をモットーに、赤ちゃ
んと家族が一緒に大スクリーンで映画を楽しむもの。実行委員会を担うの
は子育て中のママ。会場のシネ
マシティ、子育て支援団体、市が
支援・協力しました。今回の作品
は「そして父になる」。話題作に
132組の親子連れの皆さんが訪
れました。市はこれからも市民団
体や企業と連携して＜子育ち＞
＜子育て＞を応援していきます。

市民・企業・行政　連携して子育て支援
　子ども未来センターの芝生で幼児たちの
笑顔を捉えるカメラマンの姿が。これは市
民の現役ママが作成している子育て情報紙

「ほほえみ」による「プロカメラマンに写真
を撮ってもらおう」 という企画の一コマ。昨
年に続き2回目となるこの企画は10月22日
に開催。定員24家庭に約5倍の応募があり
ました。カメラマンは市内にあるアライ写真
館•新井敏之さんが協力。参加者の「プロは
子どもを輝かせて撮ってくれる」との期待通
りベストショットが撮れたようです。

本気で夢（起業）をかなえたい
女性のための講座。希望者には
地域講師デビューのサポート
もあります対女性の方時12月
4日・18日の水曜日、午前10時
～正午（全2回）場女性総合セ
ンター 第 3 学習室師非 営 利 型
株 式 会 社 代 表・市 川 望 美さん
定 8人(申込順)保あり(1歳～
学齢前)申11月25日㈪から電
話 、または氏 名・電 話 番 号・保
育の有無（ありの場合は子ども
の名前と年齢）を書いてEメー
ルで男女平等参画課☎（528）
6801 e danjobyoudou@city.
tachikawa.lg.jpへ

2014年なりた
い「わたし」に

なるための準備
講座

財団キッズ・ワークショップ

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●11月28日〜12月1日〔競輪祭（小
倉）全Rを場外発売〕
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●2013クリスマスダンスパーティー　
立川SDS・TDCが主催。ダンス愛好者
による楽しいパーティー。抽選会、トラ
イアル、ミキシングあり。お一人でもど
うぞ。直接会場へ対ダンス愛好者時12
月8日㈰午後1時～4時場泉市民体育
館費500円（会場費ほか）問渡部さん☎

（560）7331
●介護職員初任者研修　NPO法人地
域福祉サービス協会が主催。平日週3日

（主に月曜・水曜・金曜日）の通学コー
ス。今までの2級ヘルパー研修と同じ時
間数で、2級と同等の資格が取れます対
18歳～65歳の健康な都民時平成26年
1月20日㈪～4月11日㈮場地域保健企
画ビル（錦町1−17−15）ほか費66,300
円（受講料60,000円、教材費6,300円）
定24人（申込順）申徳田さん☎（526）
1899
●国立音楽大学ウインド・シンフォニー
第30回学内演奏会　同大学管打楽器
専攻の学生による吹奏楽の演奏会。
指揮・淀彰、新田ユリ。曲目は音楽物語

「ピーターと狼」（プロコフィエフ）ほか。
直接会場へ時12月12日㈭午後6時30
分開演（午後6時15分開場）場国立音
楽大学講堂大ホール問角

かど

田
た

さん☎080
（6568）0113
●立川カンツォーネをうたう会クリスマ
スライブ　お気軽にいらしてください時
12月7日㈯午後1時30分開演（午後1時
開場）場カーロホール（JR立川駅北口徒
歩2分）定65人（申込順）申松村さん☎
090（6175）3862

会、日野市が主催時12月7日㈯午後1
時～4時（午後0時30分開場）場ひの
煉瓦ホール（日野市民会館）〔日野市
神明1−12−1〕問日野市企画部市長
公室市民相談☎（585）1111

面接を希望する企業の数の履歴書を
持参して、直接会場へ（参加企業10
社程度を予定）対おおむね55歳以上
の一般求職者時12月2日㈪午後1時
30分～4時30分（受付は午後1時～
3時30分）場日野市新町交流センター

（日野市新町1-13）問東京しごとセ
ンター多摩☎042（329）4524

者はもちろん、初めての方にも丁寧に
指導します。くわしくは、立川市地域
文化振興財団ホームページHPhttp://
www.tachikawa-chiikibunka.
or.jp/operaをご覧ください対高校生
以上の方（18歳未満の方は保護者の
承認が必要）時練習は平成26年1月ご
ろから全10回程度（原則として木曜日
の夜）場たましんRISURUホール（立
川市市民会館）ほか申12月20日㈮ま
でに同財団☎（526）1312へ

一小で臨時職員として勤務できる看
護師を募集します▶時給=1,800円
▶申込方法=写真を貼った履歴書と
看護師免許の写しを、郵送または直
接、特別支援教育課〔〒190−0022錦
町3−2−26子ども未来センター内〕☎

（527）6171へ

野火止用水関係6市と東京都が一斉
清掃活動を行います。市では、ごみ拾
いなどに参加いただけるボランティア
を募集します。小雨決行時12月7日㈯
午前9時30分集合、清掃は午前10時
～正午ごろ場集合は玉川上水駅南口、
清掃は野火止用水（幸町6−36）定20
人（申込順）持汚れてもよい服装申12
月5日㈭までに電話で市公園緑地課
緑化推進係・内線2260へ

平成26年3月15日㈯・16日㈰公演の
歌劇「アイーダ」の助演出演者を募集
します（「各国の民」の役など）。経験

空調機改修のため、以下の通り休館
します。くわしくはお問い合わせくだ
さい▶休館期間=12月1日㈰～平成
26年2月28日㈮▶休館中の利用申し
込み=中里公会堂（西砂会館の東隣）

〔月曜・水曜・金曜日、午前9時～午後
5時（正午～午後1時を除く）〕へ問生
涯学習推進センター☎（527）5757

17市町村の子どもたちが、人権につ
いてのさまざまな体験を発表。多摩西
人権啓発活動地域ネットワーク協議

官公署・その他

募集

野
の び

火止
どめ

用水6市共同クリーン
デーボランティア

臨時看護師

西砂会館は12月1日から休館

合同就職面接会in日野

第10回子どもからの人権メッ
セージ発表会

●ウインターバザー2013　至誠学園
が主催。模擬店、福引き、物品販売、ゲー
ムコーナー、リラクゼーションコーナー
など。物品の提供も受け付けます。直接
会場へ時12月1日㈰午前10時～午後2
時場至誠学園園庭問桜井さん☎（524）
2601
●めくるめくめくブラボーアワー「ププッ
ピドゥ!」公演　NPO法人立川子ども
劇場が主催。パントマイムのチカパンと
ハンガーパペットなどを用いて演じる
バーバラ村田との2本立てエンターテ
イメントショー時12月8日㈰午後2時開
演（午後1時30分開場）場錦学習館費
1,000円（3歳以上）定50人（申込順）保
10人程度（0歳～2歳）申立川子ども劇
場☎（526）0731〔火曜・金曜日、午前10
時～午後3時〕
●介護職員初任者研修（通学形式）　
NPO法人ケア・センターやわらぎが主
催時平成26年1月11日～3月22日（火
曜・木曜・土曜日コース）、3月3日～4月
29日（月曜～金曜日コース）場▶講義=
同法人研修センター（錦町2−6−23）▶
実習=同法人事業所（立川市、国分寺市
など）費56,800円（受講料、テキスト代）
定24人（抽選）申最寄りの事業所（やわ
らぎ立川など）で申込用紙に必要事項
を書いて、身分証等のコピーと一緒に提
出してください問同法人☎（523）3552
●BOTTOMS The 3rd Concert　国
立音楽大学チューバ専攻の学生による
日本唯一のチューバオーケストラです。
曲目は「ウイリアム・テル序曲」（ロッシー
ニ）ほか時12月2日㈪午後7時開演（午
後6時30分開場）場ルネこだいら中ホー
ル（西武新宿線小平駅南口徒歩3分）費
前売り800円（学生500円）〔当日券は各
200円増〕定400人（申込順）申叶

かな

井
い

さ
ん☎090（4784）4012

●立川太極会　入門太極拳教室。武術
の型で心身の健康増進。設立30年の立
川太極会指導員が基礎から分かりやす
く指導時月4回の水曜日、午後7時～8時
45分場女性総合センター入2,000円月
3,000円申苅田さん☎（523）2628
●NPO法人手話ダンスYOU&I所属
フローレンス　心と心をつなぐ手話ダ
ンス、一度体験してみませんか。見学
OK時月2回の土曜日、午後7時～9時

（平日の午後からもあります）場幸児
童館費年会費1,000円月500円定10
人（申込順）申加藤さん☎070（5084）
3717
●こまどり・ダンスサークル　社交ダン
スを初心者から上級者までプロの先生
が指導します。初心者歓迎時毎週水曜
日、午後7時～9時場幸学習館月3,000
円定20人（申込順）申大竹さん☎（536）
3021
●手あみ友の会　自分の作りたい作品
を先生の指導のもとに編みます。お弁
当持参で楽しい時間を過ごしましょう
時毎月第1・第2・第4木曜日、午前10時
～午後3時場砂川学習館入1,000円月
3,000円申双

そう

津
づ

さん☎（537）3837
●歌心・音色の会　自由に歌う会です
対60歳以上の方時月3回不定期場柴崎
福祉会館定5人（申込順）申勝見さん☎

（527）9730
●エムズはっぴぃ　バンドと腹式呼吸
で無理なく効果的に筋力をアップさせ
るらくらくバンド体操時月4回の金曜日
か土曜日、午後8時～10時場幸学習館
入1,500円月3,000円定15人（申込順）
申佐久間さん☎（534）3328
●パステル絵画　時毎月第2・第4木曜
日、午前10時～午後3時場上砂会館費
年会費3,000円、1回2,500円定5人（申
込順）申高笠さん☎（559）7357

●東日本大震災チャリティ演劇『置き去
りにされた命「ハル」』　東京TAMA音
楽祭 舞台芸術フェスティバル実行委員
会が主催。福島第一原発の警戒区域に
取り残された犬が飼い主を捜す物語。
幅広い年代の方に飼い主と動物の絆、
命の尊さを感じてもらえるお芝居です
時12月28日㈯午後1時開演場女性総
合センター定190人（申込順）申北澤さ
ん☎（529）1116

●ワヒネ・ウクレレサークル　ハワイア
ン流行歌など幅広い歌とウクレレの練
習対ある程度コードの弾ける方時毎月
第2・第4金曜日、午後1時～2時（初心
者）、午後2時10分～3時15分（経験者）
場柴崎会館入1,000円月2,100円定10
人（申込順）申土屋さん☎（523）0812
●松中シスターズ　バレーボールを通
じてマナーや礼儀、他人を思いやる心を
育てています対小学校1年～5年生の女
子時 ▽毎週水曜日、午後6時30分～9時

▽毎週土曜日、午前9時～午後5時場松
中小、西砂小月2,000円（大会費ほか）
1,000円（合宿費積立）申藤井さん☎090

（9379）1436
●立川市民短歌会　自作の短歌を持
ち寄り、批評し合いながら勉強していま
す。また会員の作品を掲載した歌誌を
年2回発行しています対初心者から熟
練の方まで時毎月第3日曜日、午後1時
30分～3時30分場柴崎学習館費年会
費5,000円定5人（申込順）申本橋さん☎

（536）0714
●プルメリア・オーネカハヴァイ　フラ
の音楽に合わせて一緒に踊りませんか
時毎月第1・第3水曜日、午後2時～4時
場こんぴら橋会館月3,000円申堀さん
☎080（3095）9826

まちのお知らせ

この欄の情報の連絡・交渉は当事者間で。
市は関与しません。

立川市民オペラ助演出演者

お知らせ

家庭ごみ戸別収集・有料化に関す
るお問い合わせにお答えする臨時
コールセンターは11月30日㈯で
終了します。
12月以降の家庭ごみ戸別収集・有
料化に関するお問い合わせは、ごみ
対策課☎（531）5517へお願いし
ます。

家庭ごみ
臨時コールセンターは
11月30日で終了します

ご協力ください
ごみ・資源の出し方

◎資源とごみは朝８時までに出して
収集時刻は前後する場合があります。ま
た、一度収集に伺った後の再収集はでき
ません。

◎道路上に出さないで
通行の妨げや事故などが起こる原
因になります。戸建て住宅にお住ま
いの方は敷地内の道路に面したと
ころに、 集 合 住 宅
にお住まいの方は
敷地内の決められ
た排出場所に出して
ください。

◎プラスチックを燃やせないご
み専用袋（緑色）に入れないで
プラスチックは資源として収集しま
す。45 リットルまでの透明、また
は半透明の袋に
入れ、指定され
た日に出してく
ださい。

問ごみ対策課・内線6751

会員募集
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