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●4月23日〜25日（弥彦FⅠ全Ｒを場
外発売）　●5月7日（FⅡ）　●5月8
日〜9日（FⅡ、松坂記念全Ｒを併売）
　●5月10日〜11日（松坂記念全Ｒ
を場外発売）

0180（994）223～5開催案内・レース結果

歩きコースです▷コース=砂川学習館
〜阿豆佐味天神社〜金毘羅山〜邨田
丹陵宅〜源五右衛門分水〜流泉寺〜
国営昭和記念公園（砂川口）〜花の丘
〜日本庭園〜イチョウ園〜西立川口
時5月14日㈬午前9時30分〜午後2
時30分（雨天決行、荒天中止）費500円

（保険料、資料代ほか）定20人（申込
順）持お弁当申5月1日㈭から立川観
光協会☎（527）2700へ

5月から「生活設計相談」が始ま
ります

「老後の生活費が心配」「教育費を準
備したい」「住宅ローンを繰り上げ返
済したい」「家計の赤字をなくしたい」
など、将来の暮らしの目標や夢に向け
て家計を見直すポイントをアドバイス
します時毎月第3金曜日、午後1時〜
4時（1人当たり50分間）場伊勢丹立
川店6階あいあいステーション定3人

（申込順）申社協あいあいステーショ
ン☎（540）7484〔午前10時〜午後6
時〕

八ヶ岳山荘バスツアー
世界遺産「富士山」を望む芝桜まつり
と信州最大のツツジまつり対市内在
住・在勤・在学の方とその家族時5月
12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〜岡谷・鶴嶺公園
〜諏訪大社秋宮〜八ヶ岳山荘着▷2
日目=山荘〜ワイナリー〜武田神社
〜富士芝桜まつり〜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4月25日㈮午前9時から
八ヶ岳山荘☎0551（48）2309へ

立川まんがぱーく大市
フリーマーケットは古着や雑貨などさ
まざまな品物が充実。地元の新鮮な
野菜・果物の販売、大福引きなど。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
5月4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

立川市役所ロビーコンサート
国立音楽大学学生によるフルート五
重奏をお楽しみください。曲は「ふる
さと」「ハナミズキ」ほか（予定）。直接
会場へ時5月8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

古民家園でお茶を楽しみませ
んか

茶たては生涯学習市民リーダー・鎌
田美貴子さん。直接会場へ時5月11
日㈰・27日㈫、午前11時〜午後1時

（受け付けは午後0時30分まで。材
料がなくなり次第終了）場川越道緑地
古民家園費お菓子付きは実費200円
問歴史民俗資料館☎(525)0860

たちかわアートギャラリー展入
賞者記念展

時・場▷市役所1階多目的プラザ=4月
29日㈷〜5月8日㈭〔初日は午後1時
から、最終日は正午まで〕▷子ども未
来センター内ギャラリー=5月9日㈮
〜23日㈮〔初日は午後1時から、最終
日は午後1時まで〕問地域文化課・内
線4501

子育てボランティア説明会
子育て支援に関するボランティアをし
ませんか（子ども未来センターでの講
座中の見守り保育など）対子育て支
援に関心のある方時5月29日㈭午後

2時〜3時場子ども未来センター定15
人（申込順）申5月1日㈭午前10時か
ら子育て支援事務室☎(529)8664
へ

赤ちゃんがきた!〜思春期に花
開く親子の絆づくり

新しい出会い、赤ちゃんのいる生活、
赤ちゃんとの接し方、親になることに
ついて学びます対生後2か月〜5か月
の乳児と母親（第1子に限る）。全回参
加できる方時5月12日・19日・26日、6
月2日の月曜日、午後1時30分〜3時
30分（全4回）場子ども未来センター
師BPファシリテーター・松原玲子さ
ん、岩﨑正美さん定20組（申込順）申
4月25日㈮午前10時から子育て支援
事務室☎（529）8664へ

親子スキンシップ教室
親子遊び、リズム遊びを楽しみましょ
う対未就園児とその保護者時5月22
日㈭午前10時30分〜11時30分場子
ども未来センター定10組（申込順）申
4月25日㈮午前10時から子育て支援
事務室☎(529)8664へ

立川フラメンコ
華やかな衣装を着た500人の踊り手
によるストリートフラメンコやライブ
ステージ、クーポンセール、すずらん
の花鉢やエコバッグの無料配布（先
着300人）、前夜祭などを開催。くわし
くは商店街店舗にあるチラシをご覧
ください。立川南口すずらん通り・い
ろは通り商店街振興組合の共催。直
接会場へ時5月6日㉁午前11時〜午
後4時場JR立川駅南口すずらん通り
ほか問TTM㈱☎（524）5787、市産
業振興課商工振興係・内線2644

やさしい太極拳
対60歳以上の市民の方時5月21日・
28日、6月4日・11日の水曜日、午後1
時30分〜3時30分(全4回)場柴崎福
祉会館師太極拳指導員・上條喜久子

さん定40人(申込順)持動きやすい服
装、飲み物申4月25日㈮から柴崎福
祉会館☎(523)4012へ

第3回立川いったい音楽まつり
市内各所で一斉ライブを実施します。
くわしくはいったい音楽まつりフェ
イスブックページHPhttps://www.
facebook.com/ittaimatsuriをご
覧ください。直接会場へ時5月16日
㈮〜18日㈰場市内大型商業施設店
頭、レストラン、喫茶店など問 立川
いったい音楽まつり実行委員会事務
局〔立川市地域文化振興財団内〕☎
(526)1312

東日本大震災応援チャリティー・
コンサート

出演は国立音楽大学卒業生、管打楽
器アンサンブル「こぶしぶらす」の皆
さん。曲目は「Joy!!」「今、咲き誇る花
たちよ」「陽はまた昇る」など。直接会
場へ時4月29日㈷▷午後1時30分〜
2時▷午後3時〜3時30分場高島屋立
川店1階特設会場問立川市地域文化
振興財団☎（526）1312

財団キッズワークショップ
Vol.37〜アイリッシュハープ
の演奏とお話

対0歳〜未就学児と保護者時5月25
日㈰▷午前10時〜11時▷正午〜午
後1時場たましんRISURUホール（立
川市市民会館）師音育・子ども環境ア
ドバイザー 梶伸子さん費1家族300円

（資料代）定各回15組（抽選）申5月6
日㉁までにメールフォームHPhttp://
www.tachikawa-chiikibunka.
or.jp/b10-20140525kwf（下QR
コードからアクセス可）へ。抽選結
果は5月7日〜9日にE
メールでお知らせしま
す問立川市地域文化振
興財団☎（526）1312

私の砂川、昭和記念公園春散歩
たちかわまちの案内人による新まち

催し

●子育てひろば　対乳幼児と保護者
時5月の毎週金曜日と5月11日・25日
の日曜日、午前11時〜午後3時
陶芸教室　時5月10日・24日の土

曜日、午後1時30分〜3時30分 費 子
ども500円、大人1,000円（材料代）
定20人〔申込順、5月9日㈮までに〕
よさこいソーランの講習　 対中学

生〜70歳くらい（小学生以下は保護
者同伴）時5月10日･24日の土曜日、
午後7時〜9時 費 1,000円（保険料･
衣装代など）定なし〔申込制、5月3日
㈰までに〕
終活相談　遺言相談などを個別に

お受けします時5月14日㈬正午〜午
後1時 定 2組〔申込順、5月13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 5月18日㈰午前10
時〜正午（売り切れ次第終了）
プラモデルづくり教室　 対 小学2

年生以上時5月25日㈰午前9時30分
〜午後3時30分定10人〔申込順、5月
18日㈰までに〕
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5月
29日㈭午後1時〜2時費500円（教材
代）定なし〔申込制、5月28日㈬まで
に〕
イタリア語講座（初級）　実践を

交えて楽しく勉強します時 5月29日
㈭午後2時30分〜3時30分費500円

（教材代）定 なし〔申込制、5月28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5月29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（教材代）定なし

〔申込制、5月28日㈬までに〕

たまがわ・みらいパークの催し
場たまがわ・みらいパーク（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
●ふじみギネスにチャレンジ＝5月5日㈷

午後2時から
ポップコーンパーティをしよう＝5月
14日㈬午後2時30分から、定員20人、
有料

●ドッチボール大会＝5月28日㈬午後2
時30分から
上砂児童館	 ☎（535）1557
母の日のプレゼント作り＝5月8日㈭午
後3時から、定員15人

●プラバン作り＝5月21日㈬午後3時か
ら
●マンカラ大会＝5月28日㈬午後3時か

ら
幸児童館	 ☎（537）0358
●子どもの日だよ全員集合！＝5月5日㈷

午前10時30分から
世界のことばであそぼう＝5月24日㈯
午後3時から、定員20人
高松児童館	 ☎（528）2925
●こどもの城だよ！！ゴー！5！GO！＝5

月5日㈷午前10時30分から
●母の日企画〜大切な人にプレゼントを
しよう＝5月9日㈮午後3時から

若葉児童館	 ☎（536）1400
●子どもの日スペシャル！＝5月5日㈷午

前10時から
●母の日工作＝5月7日㈬〜9日㈮、午後

3時30分から
錦児童館	 ☎（525）6684
●子どもの日ドミノチャレンジ＝5月5日

㈷午前10時30分から
●母の日のプレゼント工作＝5月8日㈭・

9日㈮、午後2時30分から
西砂児童館	 ☎（531）0433
●子どもの日スペシャル＝5月5日㈷午前

10時から
バスケ大会＝5月11日㈰午後2時か
ら、小学生以上、定員10人
●サッカー大会＝5月19日㈪午後3時30

分から、小学生以上、定員25人
羽衣児童館	 ☎(526)2336
●子どもの日スペシャル＝5月5日㈷午後

1時30分から
●マザーズデイ〜大切な人へのプレゼン
ト作り＝5月8日㈭〜11日㈰
●ひよこルーム＝毎週月曜〜金曜日、午

前9時30分から


