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子ども未来センターのコミュニ
ティプログラム

場子ども未来センター
●ほっと♥ハート「アンチエイジング
のための健康セミナー」　時3月27
日㈭午後1時30分〜4時費500円(茶、
菓子代)定20人（申込順）申3月26日
㈬までに電話、または氏名・連絡先・
参加人数を書いてEメールで松井さ
ん☎070（6668）2327 e my-peko@
wm.pdx.ne.jpへ
●若柴の会「きもの de 野

の

点
だて

」　時3
月29日㈯午前11時〜午後0時30分
と午後1時30分〜3時費200円(抹茶、
菓子代) 定各10人（申込順）申大谷さ
ん☎090（3216）9191へ
●NPO法人立川子ども劇場「親子で
楽しみましょう!『わらべうたあそび』」
　対2歳までの子どもと親時4月2日
㈬午前10時からと午前11時から費
500円定各10組（申込順）申4月1日
㈫までに電話、または氏名・連絡先・
参加人数を書いてEメールで脇山さ
ん☎（526）0731 e npo-tkg@jg8.
so-net.ne.jpへ

落語「江戸前詐欺師と元ウグイ
ス嬢」、漫才「ネット時代」

悪徳商法の手口や対処について知る
ための楽しく分かりやすい出前寄席
を開催します。立川市消費者団体連
絡会が主催時4月9日㈬午前11時〜
正午場女性総合センター定30人（申
込順）保8人程度（1歳〜学齢前）申3
月25日㈫から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へ

消費生活講座 野菜を極める①
〜春の香りは野菜から!

立川産の野菜を使ってビーフストロ
ガノフを作ります時4月18日㈮午前
10時〜午後0時30分場女性総合セ
ンター師食とくらしと環境を考える
会の皆さん費600円（材料代）定24人

（申込順）保5人程度（1歳〜学齢前）
持エプロン、三角巾、手拭きタオル、布
巾申3月25日㈫から生活安全課消費
生活センター係〔女性総合センター
内〕☎（528）6801へ

男性介護者の集い
家族の介護をしている、あるいは介護
を終えられた男性が集まり、日ごろの
悩みや心配などを気軽に語り合いま
す。2か月に1回開催しています時4月
5日㈯午後1時30分〜3時場幸学習
館申北部東わかば地域包括支援セン
ター☎(538)1221へ

家族介護者の集い
毎月1回開催している家族介護の情
報交換を行う集いです。少人数で自由
に語り合い交流を深めます対介護に
関わる家族の方時4月8日㈫午前10
時30分〜正午場総合福祉センター定

催し

●3月29日～31日（FⅠ）　●4月1日
～3日（FⅠ）

0180（994）223～5開催案内・レース結果

シニア

うたのひろば　対妊婦の方、生後2
か月〜3歳未満の子どもと母親時4月
2日・9日の水曜日、午後1時〜2時費
500円（教材代）定なし〔申込制、4月
1日㈫までに〕

イタリア語講座（初級）　旅行など
でイタリア語で話してみたい方など
実践を交えて楽しく勉強します 時 4
月2日・9日の水曜日、午後2時30分
〜3時30分費500円（教材代）定なし

〔申込制、4月1日㈫までに〕
オペラアカデミー　 対 3歳〜中学

生（キッズクラス）、高校生以上（マス

タークラス）時4月2日・9日の水曜日、
午後3時30分〜6時 費キッズクラス
500円、マスタークラス1,000円（材
料代）定なし〔申込制、4月1日㈫まで
に〕
●子育てひろば　対乳幼児と保護者
の方時4月の毎週金曜日と13日・27
日の日曜日、午前11時〜午後3時

ものづくりワークショップ　アク
セサリー作り時4月5日㈯午後1時〜
4時費500円（材料代）定20人〔申込
順、4月4日㈮までに〕
●たまみら朝市　立川産新鮮野菜・
パンの販売をします。フリーマーケッ
トも同時開催 時 4月20日㈰午前10
時〜正午（売り切れ次第終了）

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

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 ☎(525)9020
羽衣児童館 ☎(526)2336
●3月26日㈬〜29日㈯午後1時〜4時、

プレオープンとして開館します（一部
施設を除く）

●4月1日㈫午前9時からリニューアル
オープンします

　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
●てあとる上砂＝4月16日㈬午後3時か

ら
●あつまれ小学1年生＝4月23日㈬午後

2時30分から、小学1年生対象
西砂児童館 ☎（531）0433
●児童館探検ラリー＝4月9日㈬〜16日

㈬
●ドッジボール大会＝4月16日㈬午後3

時30分から、小学生以上、定員40人
卓球大会＝4月21日㈪午後3時30分か
ら、小学生以上、定員16人

●ファミリー天体観測会＝4月26日㈯午
後6時30分から、中学生以下保護者同
伴

幸児童館 ☎（537）0358
●カード大会＝4月5日㈯午後2時から
●工作週間＝4月14日㈪〜19日㈯午後3

時から
●夢を描こう＝4月21日㈪午後3時から
高松児童館 ☎（528）2925
●進 級 進 学おめでとう（オリエンテー

ション）＝4月7日㈪〜13日㈰午後2時
30分から
春を写そう（オキドキアート）＝4月8日
㈫午後2時から

若葉児童館 ☎（536）1400
●ドッジボール大会＝4月17日㈭午後3

時から
●新入生歓迎会＝4月23日㈬午後3時か

ら
●鯉のぼりを作ろう!＝4月24日㈭〜30

日㈬午後3時から
錦児童館 ☎（525）6684
●新入生歓迎会＝4月17日㈭午後2時か

ら
●卓球大会＝4月30日㈬午後2時45分か

ら

立川まんがぱーく大市に行こ
う!

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4月6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

八ヶ岳山荘バスツアー
高遠コヒガン桜・神田大糸桜・新府桃
源郷など、春の花を見に出かけませ
んか対市内在住・在勤・在学の方とそ
の家族時4月21日㈪午前7時30分〜
翌日午後5時30分（1泊2日）場▷1日
目=ファーレ立川集合〜中央道〜高
遠城址公園(弁当昼食)〜神田大糸
桜〜八ヶ岳山荘着▷2日目=山荘〜
三代校舎ふれあいの里〜新府桃源郷
〜ワイナリー〜昇仙峡(自由昼食)〜
饅頭店（買い物）〜中央道〜立川着
費大人13,000円(65歳以上12,000
円、4歳〜中学生10,000円）定48人

（申込順）申 3月25日㈫午前9時か
ら八ヶ岳山荘☎0551（48）2309へ

10人（申込順）申南部西ふじみ地域包
括支援センター☎（540）0311へ

シルバー人材センター入会説
明会

対57歳以上の市民の方時3月26日、4
月16日、5月14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

立川・昭島合同まち歩き〜根川
から八清通りまで春散歩

春の立川・昭島の歴史文化や最新テ
クノセンターなど魅力満載のまち歩
きです。たちかわまちの案内人と昭島

おとのおもちゃばこ
親子で音を楽しんでみませんか対未
就学児と保護者時4月28日㈪午前10
時30分〜11時30分場子ども未来セ
ンター師子育てサポートプロジェク
ト・石田倫依さん定10組20人（申込
順）申3月25日㈫午前10時から子育
て支援事務室☎(529)8664へ

ベビーマッサージ講座
親と子の心と体を癒やします対1歳未
満の子どもと保護者時4月18日㈮午
前10時〜正午場子ども未来センター
師NPO法人国際ボンディング協会
会員・園田美保さん費300円(オイル
代)定10組（申込順）持レジャーシー
ト、バスタオル、飲み物申3月25日㈫
午前10時から子育て支援事務室☎
(529）8664へ

立川市役所ロビーコンサート
国立音楽大学学生・卒業生によるサ
クソフォーン四重奏。曲は「イタリア
協奏曲より（バッハ）」「カルメン幻想
曲（ビゼー）」ほか。直接会場へ時4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4501

観光まちづくり協会の合同企画時4月
9日㈬午前8時45分（集合）〜午後3時
場▷コース＝多摩モノレール柴崎体
育館駅（集合）〜根川緑道〜普済寺〜
歴史民俗資料館〜都立産業技術研究
センター〜五日市鉄道跡〜八清通り
〜JR東中神駅費1,500円（弁当代ほ
か）定15人（申込順）申4月3日㈭まで
に立川観光協会☎（527）2700へ

春うらら国立立川さくらウォー
キング

立川観光協会と国立市観光まちづく
り協会が合同のまち歩きを開催。春の
自然や街並みを体験します。それぞれ
の市からスタートし、途中で合流しま
す。直接集合場所へ時4月6日㈰午前
10時〜午後3時場▷立川発コース=

多摩モノレール柴崎体育館駅（集合）
〜根川緑道〜貝殻坂橋〜青柳稲荷神
社〜ママ下湧水〜郷土館〜矢川メル
カード商店会〜さくら通り〜一橋大
学正門前▷国立発コース=一橋大学
正門前（集合）〜古民家〜郷土館（以
降立川発コースと同じ）問立川観光
協会☎（527）2700

立川観光協会まちの案内人「ボ
ランティアの会」会員募集

市内観光スポットや歴史文化施設な
どの案内、勉強会などを実施していま
す。たちかわまちの案内人と一緒にま
ちを案内してみませんか。活動は4月
から対観光や立川のまちのことに関
心のある方定10人（申込順）申立川観
光協会☎（527）2700へ

官公署・その他

昨年9月のロビーコンサート


