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いろんなお仕事のぞいちゃおう！

さまざまな職業に就いている方を講
師に迎え、仕事の話や実技を通して
職業への理解を深める子ども対象講
座です。
●信用金庫編　支店見学もします対
小学3年～６年生時7月23日㈬午前
10時～正午場錦学習館師多摩信用
金庫の皆さん定10人(申込順)持筆
記用具申6月25日㈬から錦学習館☎
(527)6743へ
●パン屋さん編　お店で体験実習も
します対小学3年～高校生時7月30
日㈬または8月6日㈬のどちらか1日
の午後2時～5時場市内パン屋（高松
町3丁目）師店主・的場有輝さん定各6
人（申込順）申6月25日㈬から高松学
習館☎(527)0014へ
●飼育員編　多摩動物公園で、動物
解説員と共に飼育動物の観察も行い
ます対小学3年～高校生時7月31日
㈭午前9時に多摩モノレール立川北
駅南口集合、午後0時30分ごろ同駅
で解散予定場多摩動物公園(日野市
)師多摩動物公園職員の皆さん費交
通費実費定15人(申込順)申6月25日
㈬から幸学習館☎(534)3076へ

図書館使いこなし術～小・中学生編
「上手に本を探すには」

申いずれも6月25日㈬から中央図書
館☎(528)6800へ
●小学生編「本のたんてい修行」　本

探しのコツを、クイズや館内見学を交
えて楽しく学びます対小学4年～6年
生時8月1日㈮午後1時30分～4時場
中央図書館定10人（申込順）
●中学生編「あなたも１日図書館員」
　図書館の仕組みや普段見られない
裏側など、実習を交えて学びます対中
学生時７月31日㈭午前9時～午後3
時場中央図書館定4人（申込順）

夏！体験ボランティア2014

夏休み期間を利用してボランティア
活動を体験しませんか。高齢者施設
での話し相手や納涼祭のお手伝い、
障害のある方とのレクリエーション、
保育園や子どもたちが利用する施設
で一緒に遊ぶなど、さまざまなプログ
ラムがあります。くわしくは6月23日
㈪から「市民活動センターたちかわ」
と「あいあいステーション(伊勢丹立
川店6階)」で配布する活動先一覧表
を受け取るか、82円切手同封の上、住
所・氏名・電話番号を書いて市民活動
センターたちかわ（〒190−0013富士
見町2−36−47）へ郵送で資料請求し
てください問市民活動センターたち
かわ☎(529)8323

東京女子体育大学公開講座

いずれの講座も師同大学教授・金子
一秀さん、山田まゆみさん、渡辺博之
さん、同准教授・佐藤晋也さん申講座
名・住所・氏名(ふりがな)・年齢・性
別・電話番号を書いて、はがきか、フ
ァクス、Eメールで東京女子体育大
学地域交流センター〔〒186−8668
住所記入不要〕☎・Fax(572)4317 e

報交換もします。ボランティアグルー
プ「ほっこりパン」と立川市社会福祉
協議会の共催対6歳くらいまでの子
どもと父親時7月13日㈰午前10時
～正午場幸学習館費1組500円（受
講料）定12組（申込順）申6月25日㈬
から電話か、住所・氏名・子どもの年
齢・電話番号を書いてＥメールで立川
市社会福祉協議会☎(537)7147 e

sakaewakaba@room.ocn.ne.jpへ

ベビーマッサージ講座

心と体を癒やすことのできるベビー
マッサージを体験してみませんか対
１歳未満の子どもと保護者時7月18
日㈮午前10時30分～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
400円(グレープシードオイル代)定
10組（申込順）持レジャーシート、バ
スタオル、飲み物申6月29日㈰から子
育て支援事務室☎(529）8664へ

お父さん、家族のためにおやつを
作りませんか？

子育て世代のくらしエンジョイ講座
時7月20日㈰午前10時～午後1時場
女性総合センター師グループ・ベタ
ーライフの皆さん費700円（材料代）
定20人（申込順）保8人程度（１歳～
学齢前）持エプロン、三角巾、手拭き
タオル、布巾、筆記用具申6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

chiiki@twcpe.ac.jpへ問生涯学習推
進センター☎(528)6872
●器械運動「初心者コース」　みんな
で楽しくチャレンジしましょう。市教
育委員会共催対小学生時７月26日㈯
午後1時～3時場同大学（国立市富士
見台4−30−1）定30人(申込順)
●器械運動「上級者コース」　いろい
ろな技に挑戦しましょう。市教育委員
会共催対小学生時７月27日㈰午前
10時～正午場同大学定30人(申込
順)

にしきこども映画会

アニメ3本立て。「交通安全だよ！ドラ
えもん」「モチモチの木」「赤毛のアン」。
直接会場へ時7月16日㈬午後2時30
分から場錦学習館定200人（先着順）
問錦学習館☎(527)6743

ダンボールでからくり人形をつくろう

財団キッズワークショップvol.40。ペ
ンギンかパンダのダンボール工作キ
ットを使って作ります対小学生(3年
生以下は保護者同伴)時8月6日㈬

▼午前10時～11時30分 ▼午後1時
～2時30分場たましんRISURUホー
ル(立川市市民会館)師ダンボール
アーティスト・山田素子さん費500
円(材料代)定各10人（抽選）申7月
21日㈷までに立川市地域文化振興
財団ホームページHPhttp://www.
tachikawa-chiikibunka.or.jp/b10-
20140806kwf/からメールフォーム
で同財団☎（526）1312へ

見て、聞いて、知って得する、入園・
入学夏フェスタ

市内幼稚園の子どもたちの作品展示、
園での遊びや学びを紹介する展示や
ビデオ上映。直接会場へ。「子育てパ
パ・ママ向けセミナー」「就学相談会」
も開催(いずれも要予約)。各日先着
150人にRISURU（リスル）マスコッ
トをプレゼント時7月18日㈮～21日
㈷、午前10時～午後4時〔18日は午
後1時から〕場たましんすまいるセン
ター(曙町2−8−18)申同センター☎
0120(778)289へ問申込先と同じ、
または市子育て推進課・内線1340

子育て中のお母さんのためのパソ
コン講習

就職活動に必要な「パソコン（ワード・
エクセル）の基本操作の習得」と「実
際の応募に活用できる職務経歴書の
作成」を学びます。受講には、ハローワ
ーク立川マザーズコーナーの登録が
必要です。市とハローワーク立川の共
催対現在子育て中で、再就職を目指
している女性の方時7月23日㈬・24
日㈭・25日㈮、午前9時30分～午後4
時30分（全3回）場女性総合センター
定20人（申込順）保18人（1歳～学齢
前）申6月25日㈬から直接、北口駅前
JOBぷらっと内マザーズコーナー〔曙
町2−7−16鈴春ビル5階〕へ問同コー
ナー☎（523）1509、市男女平等参画
課☎(528)6801

子育て情報紙「ほほえみ」を発行

今号の特集は「子どもと一緒にお祭

夏休み工作教室「オリジナル紙飛
行機を作って飛ばそう！」

オリジナルの紙飛行機などをつくり、
安全な道具の使い方も学びます対小
学生(可能であれば2年生以下は保
護者同伴)時7月24日㈭午前10時～
正午場錦学習館師生涯学習市民リ
ーダー・大根田和美さん定20人（申
込順）申6月25日㈬から錦学習館☎
(527)6743へ

宇宙を知ろう！宇宙ステーション
生活と不思議実験

対小学4年～中学生時7月31日㈭午
後2時～3時30分場錦学習館師宇宙
航空研究開発機構（JAXA)・大嶋龍男
さん定30人（申込順）申6月25日㈬か
ら錦図書館☎(525)7231へ

六中サイエンス部科学のひろば
「ピカピカ点滅LED工作」

LEDが点滅する仕組みを中学生に
教えてもらいながら、バッジなどを
作ります対小学3年～6年生時7月
26日㈯午前10時～11時45分場こ

りに行こう！」「おたんじょうび☆ハウ
ツー」。その他情報が満載です ▼配布
場所＝子ども家庭支援センター、子ど
も未来センター、子育てひろば、保育
園、幼稚園、市役所、児童館、地域学習
館、図書館など問子育て支援事務室☎
（529）8664

ぶし会館師六中サイエンス部の皆さ
ん費150円(材料代ほか)定20人（申
込順）申6月25日㈬から幸図書館☎
(536)8308へ

キッズ自転車スクール

立川市を活動拠点とする地域密着型
サイクリングチーム・東京ヴェントス
の選手によるキッズ自転車スクール。
自分の自転車で交通ルールと安全な
乗り方をレクリエーション形式で学
びます対小学3年生以下で補助輪な
しで自転車に乗れる子ども時7月5日
㈯午前10時～11時30分〔雨天決行〕
場立川競輪場定20人(申込順）持自
転車、ヘルメット申東京ヴェントス事
務所☎(595)7322へ問市事業課・内
線4023

パパと子どもでゆる～りと楽しむ
体操教室

簡単に楽しめる体操やヨガを子ども
と一緒に行い、お父さん同士での情

夏休みに向けた
楽しい企画が
盛りだくさん

子育ち・子育て
子どもが主役！

親子で楽しもう！

　「いきいきたちかわ出前講座」は、市民の皆さんが行う自主的な学習会等に市
職員を派遣し、市の仕事について説明・解説を行う制度です。地域生活を豊かに
する学習の機会としてご利用ください。
●対象　市内在住・在勤・在学の方で構成するおおむね10人以上の団体・グル
ープ。
●講座の内容　下表の各テーマについて説明・解説を行います。なお、テーマ以
外の講座を希望する場合は各担当課にご相談ください。
●開催日時　平日の午前10時～午後９時の間で90分以内。土曜・日曜日、祝日
の開催は、担当課にご相談ください。
●開催会場　主催する皆さんで市内の会場の手配や準備をお願いします。なお、
地域学習館などの市施設で実施する場合は使用料が無料になります。

●費用　無料ですが、内容によっては材料等の実
費を負担していただく場合があります。
●申込方法　日程や場所・講座内容等を開催2か
月程度前に担当課と相談の上、お申し込みくださ
い。
●お願い　出前講座は苦情や陳情等をお受けす
る場ではありません。また営利・宗教・政治活動等
を目的とする場合は対象になりません。
　くわしくは、市政情報コーナー（市役所3階）、生涯学習情報コーナー（女性総
合センター1階）、各地域学習館で配布する「いきいきたちかわ出前講座ガイドブ
ック」または市ホームページをご覧ください。

市
政
運
営

１ 総合計画について〜総合計画の概要 企画政策課 内線2158

２ 知りたい！聞きたい！「市の財政」〜ともに考
えよう立川市の財政 財政課 内線2671

３ 立川市の行財政改革を知る〜これまでの取
組、そしてこれから！！ 行政経営課 内線2160

４「情報公開」って何？〜制度の利用のしかた 広報課／文書法
政課

内線2166／
内線2150

５ 市議会のしくみと活動〜市民の暮らしと市議
会 議会事務局 内線3115

６ 選挙のしくみ〜よりよい社会づくりの第一歩 選挙管理委員会
事務局 内線1631

７ 協働によるまちづくり 協働推進課 内線2152

８ 監査って何だろう？〜何でだろうが監査の始
まり 監査委員事務局 内線2170

市
民
生
活

９ 立川市の男女平等参画について〜第5次男女平
等参画推進計画について 男女平等参画課 ☎（528）6801

10 市税講座〜わかりやすい税金の基礎知識 課税課 内線1100

市
民
生
活

11
納税が支える私たちの暮らしと活力あふれる
まち立川〜もし、期限までに納められないと
きには…

納税課 内線1105

12 これからの防災対策について〜その日のために！地域でとり組む防災まちづくり 防災課 内線2535

13 ひとりで悩まず、まず電話！〜消費者被害の事例と対応策について
生活安全課消費
生活センター係 ☎（528）6801

14 地域安全マップ作製講座〜地域で担う子どもの安全対策 生活安全課 内線2140

15 元気が出る産業振興の話〜今、たちかわの産業がおもしろい 産業振興課 内線2154

16 がんばってます、立川農業〜立川産をごひいきに！ 産業振興課 内線2154

17 守っていますか自転車のルール〜自転車の交通事故をなくそう 交通対策課 内線2108

番号 講座名 担当課 連絡先 番号 講座名 担当課 連絡先

番号 講座名 担当課 連絡先 番号 講座名 担当課 連絡先いきいきたちかわ出前講座のご利用を 問生涯学習推進センター☎（528）6872

上映作品は次の通り。11日、12日
の午前の部は赤ちゃん連れでどう
ぞ。直接会場へ時 ▼ 7月10日㈭　
▷午後1時30分から＝「上海」▷3
時から＝「戦ふ兵隊」▷6時30分か
ら＝「世界は恐怖する・死の灰の正
体」終了後、8時30分まで一橋大学
大学院・片岡祐介さんのお話 ▼ 11
日㈮　▷午前10時30分から＝「は
らぺこあおむし」「だるまちゃん」「わ
くわくえほん」ほか▷午後1時30分
から＝「生きていてよかった」▷3時
から＝「流血の記録砂川」▷6時30
分から＝「砂川の人々」「草の根の
人びと」「麦死なず」終了後、8時45
分まで砂川を記録する会・島田清
作さんのお話 ▼ 12日㈯　▷午前10
時30分から＝「雄牛のフェルディナ
ンド」「モチモチの木」、ミッキー、ド
ナルド、おじゃる丸、忍たま、ほか▷
午後2時から＝「はだしのゲン1」▷
6時から＝「基地周辺」「基地と市民」
「我が街立川」「基地の子たち」場
柴崎学習館定▷10日・11日＝各40
人▷12日＝100人(いずれも先着
順)問柴崎学習館☎(524)2773

柴崎学習館移転記念
ありがとう16ミリ映画祭

文
化

18 文化芸術のまちづくり〜市民とともに進める文化芸術のまち立川 地域文化課 内線4500

19 観光立川の魅力〜都市型観光都市「立川」ブランド構築に向けて 産業振興課 内線2154

20 文化財保護と立川の文化財〜文化財はどのように守られているかご存知ですか？
生涯学習推進セ
ンター ☎（528）6872

子
育
て
・
子
ど
も
支
援

21
夢育て・たちかわ子ども21プランと子ども支
援〜子どもたちの笑顔があふれ、歓声が聞こ
えるまちに…

子育て推進課 内線1125

22
子育て中の保護者のみなさん、ぜひご利用く
ださい〜途切れ・すき間のない子ども支援を
めざして

子ども家庭支援
センター ☎（528）6871

23 地域の中で「子育て支援」〜地域における子育て支援と保育園の役割 保育課 内線1115

24 親子で絵本を楽しもう〜絵本の紹介と読み聞かせのアドバイス 図書館 ☎（528）6800

25 読み聞かせ入門〜わが子のクラスで絵本を 図書館 ☎（528）6800

26 放課後居場所づくり事業〜地域の力で、子どもたちに居場所を！ 子ども育成課 内線1110

27 子ども・若者の自立支援について〜ネットワークを活用した自立支援の取り組み 子ども育成課 内線1110

保
険
・
福
祉

28 健康保険制度について〜わかりやすい国保・後期高齢者医療制度 保険年金課 内線1390

29 高齢者が住み慣れた地域で生活を続けるためにみんなで支え合う〜よくわかる高齢者サービス 高齢福祉課 内線1145

30 みんなで支えあい、自立を支援する介護〜よくわかる介護保険制度 介護保険課 内線1140

31 つくろう健康！まもろう健康！〜健康事業のご案内と健康づくり教室 健康推進課 ☎（527）3272

32 地域福祉を考える〜ふれあいと支え合いによる地域づくり 福祉総務課 内線1150

環
境
・
衛
生
33 私たちの身近な環境問題について〜地球にいいこと、考えよう！ 環境対策課 内線2104

環
境
・
衛
生

34 ワンサイズ小さいごみ袋にトライしてみませんか〜環境にも家計にも優しいごみ減量 ごみ対策課 内線6756

35 清掃工場ってどんなところ〜燃えるごみはどうなるの？ 清掃事務所 ☎（536）2921

36 下水道のはなし〜水環境と下水道の役割 下水道管理課 内線2100

ま
ち
づ
く
り

37 立川市都市計画マスタープラン〜まちづくりのための計画を学びませんか？ 都市計画課 内線2118

38 地区計画とは〜みんなで考えるまちづくり 都市計画課 内線2118

39 景観からのまちづくり〜あなたのまちから始めませんか？ 都市計画課 内線2118

40 区画整理とは〜人にやさしいまちづくり 区画整理課 内線2112

41 人にやさしい道路づくり〜道路を作る・使う・管理する 道路課 内線2120

42 立川の「みどり」〜「みどり豊かな立川」をめざして！ 公園緑地課 内線2106

教
育

43 児童生徒の健康と安全〜学校保健安全法ってなに？ 学務課 内線2136

44 やさしい心で社会のために〜学校・家庭・地域で進める人権教育 指導課 内線2132

45
給食からの食育〜食のちからは子どものちから
〜うまくてやすい、バランスの取れた献立作り
に挑戦

学校給食課 ☎（529）3511

46 親と子の心に寄り添う「教育相談」〜相談から見えてくるもの 特別支援教育課 内線4032

生
涯
学
習

47 楽しい広報紙の作り方〜レイアウトから文章、写真まで 広報課 内線2166

48 スポーツしてますか？〜立川のスポーツ施設とスポーツ施策 スポーツ振興課 ☎（529）8515

49 図書館の上手な利用の仕方〜知っていると便利な図書館のいろいろなサービス 図書館 ☎（528）6800

50 講座の企画立案方法〜講座を企画してみませんか？
生涯学習推進セ
ンター ☎（528）6872

51 生涯学習からはじまるまちづくり〜いきいきとした学び、広げませんか？
生涯学習推進セ
ンター ☎（528）6872
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