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体験学習「手打ちうどん作り」
武蔵野の伝統食を学び、作り、食し
ます対市内在住の小学生以上の親
子（大人のみの参加も可）時2月15
日㈯午前10時〜午後0時30分場歴
史民俗資料館師砂川食文化研究会
の皆さん費大人500円、子ども300円
（材料代）定30人（申込順）持スカー
フ（バンダナ）、エプロン、タオル申
1月25日㈯から歴史民俗資料館☎
(525)0860へ

ミニ展示「桃の節句展」
歴史民俗資料館と古民家園で、市民
から寄贈されたひな飾りを展示しま
す。直接会場へ時2月1日㈯〜3月9日
㈰、午前9時〜午後4時30分〔毎週月
曜休館（月曜日が祝日の場合は翌日
休館）〕場▷歴史民俗資料館=大正時
代のひな飾りを含む約150点▷川越
道緑地古民家園=大正〜昭和初期の
ひな飾りを含む約120点問歴史民俗
資料館☎(525)0860

錦こども観劇会
劇団小さなお城の人形劇「びんぼう
がみとふくのかみ」と「とかいのねず
みといなかのねずみ」。直接会場へ時
2月19日㈬午後3時から（午後2時50
分開場）場錦学習館定180人（先着
順）問錦学習館☎（527）6743

図書館を利用した情報検索〜イ
ンターネットと図書資料を使って

インターネット情報の初歩的な探し
方を中央図書館の情報検索コーナー
のパソコンを使って実習し、役立つ資
料が豊富にあるレファレンス室の資
料や商用データベースの紹介を聞き
ます対日本語入力のできる方時2月
20日㈭①午前10時〜正午②午後2時
〜4時場中央図書館師市図書館担当
職員定各回10人（申込順）申1月28日
㈫午前10時から中央図書館☎（528）
6800へ

図書館を使ってビジネスを始め
よう〜創業支援講座

図書館でのビジネス情報の収集方法
や市内でお店を開業した方の話など
を聞きます時2月4日㈫午後2時〜4
時場中央図書館師美容師・一藁竜さ
ん、一藁千裕さん、市図書館職員定
16人（申込順）申中央図書館☎（528）
6800へ問産業振興課商工振興係・内
線2644

本を大切に!本のフィルムカ
バーかけ講座

図書館職員が本のフィルムカバーか
けの実演・指導をします対中学生以
上時2月22日㈯午後2時〜3時30分
場若葉会館費200円（材料代）持カ
バーをかけたい本2冊まで定20人（申
込順）申1月25日㈯から若葉図書館
☎(535)8841へ

市役所アート&南極・北極科学
館鑑賞ツアー

市役所に設置されている絵画やオブ
ジェなどを、ボランティアの方の案内
で鑑賞します。隣接する南極・北極科
学館のオーロラシアターや南極基地
の中継映像の鑑賞や雪上車の乗車
体験などもあります時3月29日㈯午
後1時30分〜3時40分（荒天中止）定
20人（抽選。小学生以下のお子さん
のみの参加不可）師二紀会参与・松
尾隆司さん申2月28日㈮〔消印有効〕
までに、応募者全員（4人以内）の住
所、氏名（ふりがな。代表者に○印）、
年齢、電話番号、「市役所アート希望」
と書いて、はがき、ファクス、Eメール
で立川市地域文化振興財団〔〒190
－0022錦町3－3－20〕☎（526）
1312Fax（525）6581 e bijyutsu@
tachikawa-chiikibunka.or.jpへ

赤ちゃんと話そう!
ヒッポファミリークラブが主催。「赤
ちゃんはどのように言葉が話せるよう
になっていくのか」をテーマに、お母
さん同士がおしゃべりする会です時1
月30日㈭午前10時30分〜11時45分
場子ども未来センター定10家族（申
込順）申電話か、メールに名前、連絡
先、参加人数を書いて同クラブ・加藤
さん☎090（9814）1489 e mille_
baci@t.vodafone.ne.jpへ問協働事
務室 e c-program@t-mirai.com

立川まんがぱーく大市
フリーマーケットや旬の野菜・果物
の販売、大福引、大道芸人によるパ
フォーマンスなど。直接会場へ。出店
申し込みも随時受け付けています（運
営協力金500円）時2月2日㈰午前9
時〜午後3時（小雨決行）場子ども未
来センター問子ども未来センター☎
（529）8682

第2回錦町地域懇談会
立川市社会福祉協議会では、平成27
年度から5年間の「地域福祉活動計
画」を市民参加のもとで策定していく
ため、「地域懇談会」を3つの町で開
催します。懇談会では、地域の課題を
出し合い共有し、自分の住む町をよ
り暮らしやすい町にするために何が
できるかを話し合い、計画に反映して
いきます。直接会場へ時1月28日㈫
午後7時〜9時場子ども未来センター
問同協議会市民活動センターたちか
わ係☎（529）8323Fax（529）8714 e

aiaics@whi.m-net.ne.jp

NPO法人・非営利団体のため
の運営実務あれこれ講座

NPO法人の立ち上げ、設立準備、法
人格取得後の実務などについて学び
ます対NPO法人格取得を検討してい
る団体の方、NPO法人・非営利団体
で実務を担当している方、活動に関
心のある方時▶①NPO法人設立ガイ
ダンス＝2月19日㈬午後7時〜9時▶

②定款のつくり方＝2月26日㈬午後7
時〜9時▶③NPO法人の会計・税務
＝3月8日㈯午前10時〜午後3時▶④
NPO法人の労務＝3月12日㈬午後
7時〜9時場いずれも総合福祉セン
ター師②東京ボランティア市民活動
センター・森玲子さん③公認会計士・
内藤純さん④社会保険労務士・井嶋
栄治さん定各30人（申込順）費①500
円、②500円、③2,000円、④500円申
市民活動センターたちかわ☎（529）
8323

財団どこでもステージ
富士見町ふれあいコンサートvol.9。
第1部は八中OBブラスバンド、第2部
は森口賢二さん（バリトン）、熊澤弥緒
さん（ピアノ）が演奏。曲は「ふるさと」
ほか。直接会場へ時2月16日㈰午後
2時開演（午後1時30分開場）場滝ノ
上会館問立川市地域文化振興財団☎
（526）1312

歌劇「アイーダ」プレイベント・
ゲネプロ見学

立川市民オペラを身近に感じてもら
うため、青少年の皆さんをゲネプロ
(本番前全体リハーサル)見学へ招待
します対小学1年生〜高校生と保護
者（小学3年生以下は保護者同伴）時
3月15日㈯正午集合予定場たましん
RISURUホール（立川市市民会館）大
ホール定200人（申込順）申2月24日
㈪までにメールフォームでHPhttp://

催し

たまがわ・みらいパークの催し
場旧多摩川小。 マークの催しは
たまがわ・みらいパーク企画運営
委員会☎Fax（848）4657へ

●子育てひろば　対乳幼児と保護
者の方時2月の毎週金曜日と2月9日
㈰・23日㈰、午前11時〜午後3時
陶芸教室　時2月8日㈯・22日㈯、

午後1時30分〜3時30分定10人〔申
込順、2月7日㈮までに〕費子ども500
円、大人1,000円（材料代）
みそづくり　時2月11日㈷午後1

時30分〜3時30分費1,500円（材料

代）定20人〔申込順、2月3日㈪まで
に〕
日曜絵画教室　写生を行います時
2月16日㈰午後1時〜2時30分定10
人〔申込順、2月11日㈷までに〕持汚
れてもよい服装で
ベビーボンディング　対3か月〜8

か月の乳児と保護者時2月22日㈯午
前10時30分〜正午定12組（申込順）
プラモデルづくり教室　対小学2

年生以上時2月23日㈰午前9時30分
〜午後3時30分定10人〔申込順、2月
18日㈫までに〕

●1月31日〜2月2日（FⅡ・ガールズ、
奈良記念全Rを併売）　●2月3日（奈
良記念全Rを場外発売）　●2月8日
〜11日（全日本選抜・高松全Rを場外
発売）

0180（994）223～5開催案内・レース結果

www.tachikawa-chiikibunka.
or.jp/operagp.htmlへ
（右QRコードからアクセ
ス可）問立川市地域文化
振興財団☎（526）1312

リーダーシップ開発講座
今求められるリーダーとは何かを考
え、そのマインドとスキルを習得しま
す時2月25日㈫、3月7日㈮、午後6時
30分〜9時場女性総合センター師人
材育成コンサルタント・稲葉紀明さん
定20人（申込順）申1月27日㈪から男
女平等参画課☎（528）6801へ

育休明けに向けて 自分に合ったワー
ク・ライフ・バランスを見つけよう

職場復帰準備講座時2月25日、3月4
日・11日・18日の火曜日、午前10時〜
正午場女性総合センター師女性労働
協会認定講師・坂本澄子さん、人材育
成コンサルタント・稲葉紀明さんほか
定16人（申込順）保8人程度（1歳〜学
齢前。1歳未満のお子さんは同席可）
申1月27日㈪から男女平等参画課☎
（528）6801へ

遊びにおいでよ 児 童 館 マークの催しは
申し込み制です

富士見児童館	 ☎(506)0026
羽衣児童館	 ☎(506)0025
●3月末まで大規模改修工事で閉館して
います▷富士見児童館=新生小▷羽
衣児童館=六小で出張児童館を実施し
ていますので、くわしくは児童館ホー
ムページをご覧ください
上砂児童館	 ☎（535）1557
チョコラスク作り!=2月5日㈬午後2時
から、定員10人、有料
玉ねぎで染めよう!=2月12日㈬午後3
時から、定員10人、有料

●よく飛ぶ紙飛行機!=2月19日㈬午後3
時から

西砂児童館	 ☎（531）0433
●	節分豆まき大会=2月3日㈪午後3時30
分から
バレンタインクッキング=2月12日㈬午
後2時30分から、定員10人、有料
卓球大会=2月24日㈪午後3時30分か
ら、定員16人

幸児童館	 ☎（537）0358
●スポーツ大会=2月12日㈬午後3時か
ら
●さいわいBBQ=2月15日㈯午後2時30
分から

●ひだまりカフェ（多世代交流）=毎週月
曜日午前9時30分から、有料
高松児童館	 ☎（528）2925
●ふくふく豆まきをしよう!=2月3日㈪午
後3時から
ヘルシースプリングロールを巻こう=2月
15日㈯午後2時から、定員20人、有料

若葉児童館	 ☎（536）1400
●豆まき=2月3日㈪午後3時30分から
お好み焼きを作ろう！=2月15日㈯午
後1時30分から、定員12人、有料

●連凧をあげよう=2月22日㈯午後1時
から、若葉小校庭
錦児童館	 ☎（525）6684
●卓球大会=2月5日㈬午後2時30分か
ら
バレンタインおやつ作り=2月12日㈬
午後2時45分から、定員15人、有料
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「ファーマーズセンターみのーれ立
川」での買い物が人気でした。

ブーゲンビリア 立川支部

　平成 10 年に乳がん患者団体とし
て結成し、平成 16 年に法人格を取
得しました。「学び・癒し・国際協
力・提言」の 4 本柱を据えて医療消
費者の意識向上・自立を目指して活
動を展開しています。「アジア乳が
ん患者大会」「いのちバトン 薬はみん
なで作るもの〜がんの臨床試験・治
験について患者・市民の視点で考え
る」のシンポジウムを開催しました。
毎月 5 回「心に寄りそうピアサポー
トおしゃべり会」を実施しています。

レッツ・ソーイング
　洋裁の技
術の向上と
会員相互の
親睦を図る
ことを目的
としていま
す。不用に
なった衣類
の活用法等話し合って実用化するな
どをしています（寸法直し、デザイ
ン変更、小物作成など）。リサイク
ルセンターのジーンズを利用して手
さげ袋を作る講習会や、入園入学時
の準備のための袋作りの講習会を
行っています。くらしフェスタ立川
で端切れを使った小物作りなどを行
います。

ンターたちかわのホームページHP

http：//www.tachikawa-shakyo.
jp/skct/ からダウンロードできま
す問市民活動センターたちかわ☎

（529）8323

２月11日㈷、市役所は利用で
きません

電気事業法の保安規定により、市役
所の自家用電気工作物点検を実施し
ます。この間停電するため、庁舎は
利用できません。ご理解とご協力を
お願いします問総務課・内線 2595

２月11日㈷、証明書自動交付
機は使用できません

電気設備点検のため、市内すべての
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問市民課
管理係・内線 1360

雨水ますの清掃を実施
排水機能の回復と悪臭防止などの
ため、3 月まで市内の雨水ますの
清掃を行います。これは雨水ます
に堆積した落ち葉や土砂を取り除
くもので、1 か所 15 分程度の短時

道路への水まきはやめましょう
気温の低い日や日当たりの悪い場所
での水まきは、凍結し転倒事故など
の原因になります。大変危険ですの
でやめましょう問道路課維持係・内
線 2401

平成26年度立川市社会福祉協
議会市民活動助成

市民の皆さんからお預かりした会費
や寄附金を原資として、ボランティ
アグループや市民活動団体への助成
を行います。くわしくはお問い合わ
せください▶内容＝平成 26 年 4 月
〜平成 27 年 3 月末に実施する市民
活動事業の経費や立ち上げ資金な
どを助成します（上限 5 万円）▶対
象＝市民活動センターたちかわ登
録団体▶受付期間（要予約）＝ 2 月
1 日㈯〜 14 日㈮、午前 9 時〜午後
6 時（土曜日は午後 4 時まで。日曜
日、祝日は除く）▶申し込み＝団体
登録・申請については、事前にご連
絡ください。書類等は、市民活動セ

立川市婦人団体連絡協議会

　昭和30年9月に、「立川婦人会」「立
川婦人連合会」と市内自治会の婦人
部が参加し、「立川市婦人団体連絡協
議会」となりました。満60周年を迎え
ます。地域と連携し、社会教育団体と
して研修会やボランティアなどに力を
注ぎ、勉強会や講習会を重ね、消費者
問題、高齢者問題、男女共同参画に取
り組んできました。女性総合センター
が開設してからは、登録団体として活
動をしています。

パルシステム東京立川委員会

　パルシステム東京の組合員により
構成されています。食育・健康・環
境など、さまざまなテーマの企画を
通して、楽しく学び、地域の方々と
の交流を目指しています。毎月1回
東京都多摩消費生活センターで定例

お知らせ 間の作業ですので、ご協力をお願
いします。なお、雨水ますに落ち葉
や吸殻・ごみを捨てると下水の詰ま
りや悪臭の原因になります。また、
ますのふたを開けたりすることは危
険ですので絶対にしないでください
問下水道管理課・内線 2204

２月８日・22日㈯、電子証明書
発行の臨時窓口を市役所に開設

e-Tax を利用する際に必要となる、
電子証明書発行の臨時窓口を開設
します。平日の来庁が難しい方は、
ぜひご利用ください。なお、窓口

会を行い、年間4回〜5回の講座等
を行っています。

新日本婦人の会 立川支部

　創立50年になります。みんなで
力を合わせ、草の根から行動してい
ます。教育懇談会、絵手紙、ダンベ
ル体操、フラダンス、パッチワーク
など多彩な生涯学習、安全な食卓と
日本の農業を守ろうと産直運動な
ど、憲法講座、女性史、その他随時
に学習し行動しています。どなたで
も入会は自由で、親子参加も可能で
す。現在会員は30代〜80代の方で
300人です。

多摩きた生活クラブ生協まち立川

　生活クラブ生協の立川の組合員で
構成されています。生活クラブの食
材の試食会や料理会、生産者を呼ん
での学習会を毎月1回行っています。

食の安心、安全、添加物のことなど
食についてのことや、水を汚さない
生活のためのせっけんの学習会にも
力を入れています。

グループ・ベターライフ

　立川市消費経済モニター終了者の
有志が平成10年に結成しました。身
近な消費者・環境問題などの情報収
集、学習などを通して、環境にやさしい
くらしの実践を目指しています。くらし
フェスタ立川などにも参加し、食・省エ
ネ・放射能・防災・ごみ減量・3Rなどに
も取り組んでいます。ここ数年、不用の
布を利用した「布ぞうり」講座は好評
で、多くの方が参加しています。

立川市消費者団体連絡会

　5つの消費者団体の連絡組織です。
それぞれが個別の活動をする一方
で、連絡会でなければできない講座
や見学会を行っています。平成25
年度は、特に若いお母さんを対象に
「子育て世代のくらしエンジョイ講
座」と銘打って、料理講習や赤ちゃ
んと一緒の体操、添加物の学習会な
どの連続講座を開催しました。毎年
好評の「たちかわのはたけ見学と交
流会」では、オープンしたばかりの

サービスセンターでは取り扱って
いません。発行には官公署発行の
写真付き証明（免許証など）と住民
基本台帳カードが必要です。住民
基本台帳カードの発行の手続きも、
この臨時窓口で行えます。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 時 2
月 8 日・22 日㈯、午前 9 時〜午後
1 時場市民課（市役所 1 階。当日は
西側の入り口をご利用ください）費
電子証明書発行、住民基本台帳カー
ド 発 行 と も に 500 円（両 方 の 場 合
1,000 円）問市民課・内線 1371

　皆さんも女性総合センターで一緒に消費者団体活動をしてみま
せんか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

消費者団体を紹介します

●第15回「春を呼ぶコンサート」　第15
回春を呼ぶコンサート実行委員会が主
催。ハンディキャップのある方による音
楽発表会。器楽合奏、ハンドベル演奏、
フラダンスなど盛りだくさん。直接会場
へ時2月15日㈯午後1時から場たましん
RISURUホール問立川市障害者後援会
事務局☎（534）0937

●スカウト募集説明会　立川市ボーイ
スカウト・ガールスカウト育成会が主
催。立川市内のボーイスカウト・ガール
スカウトの各団代表が新規入団希望者
に説明会を開催。直接会場へ対小学校
入学1年前から高校生までの男女と保
護者時2月15日㈯午後1時30分から・午
後2時から・午後2時30分からの3回場
女性総合センター問高橋さん☎（524）
2601

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。

まちのお知らせ
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