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遊びにおいでよ 児 童 館 マークの催しは
申込制です

富士見児童館	 ☎(525)9020
●みんなでやろう!「おおなわとび」＝10

月6日㈪午後3時30分から、小学生以
上

●なりたいものに仮装しよう♪「ハロウィ
ンの衣装づくり」＝10月17日㈮〜24
日㈮、午後2時から
つくってたべよう♪「スイートポテト」
＝10月22日㈬午後3時30分から、定員
20人、有料、小学生以上
錦児童館	 ☎（525）6684
●まんぼうまつり＝10月1日㈬午後2時

から、有料
秋のスイーツ作り＝10月22日㈬午後
3時から、定員12人、有料
羽衣児童館	 ☎(526)2336
飛び出すペーパークラフト＝10月17
日㈮〜19日㈰、各日定員5人、小学4年
生以上

●なんでもモビール＝10月24日㈮〜26
日㈰、小学3年生以下
Let’sクッキング〜美味♡パンプキン＝
10月29日㈬午後3時30分から、定員
20人、有料、小学生以上
高松児童館	 ☎（528）2925
心の東京塾「子どものイヤイヤ時期の
対応について」＝10月15日㈬午前10
時30分から、定員15組

●はろ〜!ハロー!ハッピィハロウィン!!
＝10月29日㈬午後2時から、町内仮装

　巡り定員20人、仮装パーティー定員
50人、有料
若葉児童館	 ☎（536）1400
●ハロウィン衣装作り＝10月20日㈪〜

28日㈫、午後3時から、
ハロウィンパレード＝10月29日㈬午
後3時から、定員30人
幸児童館	 ☎（537）0358
秋の高尾山遠足＝10月4日㈯午前8時
15分から、定員20人、有料
ハロウィン仮装パレード＝10月25日
㈯午後1時30分から、定員30人、有料

●ハロウィンパーティー＝10月25日㈯
午後3時30分から
上砂児童館	 ☎（535）1557
●ぐりぐら飾り隊＝10月3日㈮〜11日㈯
●マンカラ大会＝10月16日㈭午後4時か

ら
ぐりとぐらのカステラづくり＝10月29
日㈬午後3時30分から、定員20人、有
料
西砂児童館	 ☎（531）0433
●ドッジボール大会＝10月15日㈬午後

2時30分から、定員40人、小学生以上
●秋のファミリー天体観測オリオン座流
星群を見よう＝10月21日㈫午後7時
から、中学生以下保護者同伴
●ハロウィンお化け屋敷＝10月26日㈰

午前10時30分から、幼児から高校生

※子育てひろばを各館で実施しています。くわしくは各館にお問い合わせを。

催し

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 10月
5日㈰・28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

自転車に乗れない小学生のた
めの自転車教室

対市内および近隣に在住・在学で、自
転車に乗れない小学生と保護者時10
月18日㈯午前9時〜午後4時〔雨天決
行〕場立川競輪場定20人（抽選）費50
円（保険料）持昼食・飲み物。自転車
は貸し出します申10月8日㈬〔必着〕
までに教室名、住所、氏名、年齢、身長、
電話番号を書いて、はがき（1枚につ
き子ども1人）で公営競技事業部事業
課〔〒190−0012曙町3−32−5立川競
輪場内〕☎（524）1121へ

シネマのたまてばこ★2014
赤ちゃんが泣いてもお互いさま。赤
ちゃんと一緒に話題作を大スクリー
ンで楽しみませんか対平成25年4月
2日以降生まれの乳幼児と保護者時
10月29日㈬午前10時〜正午場立川
シネマシティ費1席1,000円定150人

（全席自由）申チケットは前売りのみ。
10月10日㈮午前9時から、子育て推
進課（市役所1階）と子ども家庭支援
センター（子ども未来センター1階）へ
問シネマのたまてばこ★2014実行委
員会☎090（8340）9494、市子育て
推進課・内線1340

第9回たちかわ読書ウィーク〜
いつでもそばに本を

●図書館を利用した情報検索〜イン
ターネットと図書館資料をつかって
　インターネット情報の初歩的な探
し方を情報検索コーナーのパソコン
を使って実習するとともに、レファレ
ンス室の資料や商用データベースの
説明を受けます対日本語入力のでき
る方時10月16日㈭▷午前10時〜正
午▷午後2時〜4時場中央図書館定
各5人（申込順）申9月25日㈭午前10
時から中央図書館☎（528）6800へ
●図書館のお仕事体験　「半日図書
館員」になって図書館の仕事を体験し
ます対小学校5年・6年生時10月26日
㈰午後1時〜4時場中央図書館、上砂
図書館、若葉図書館定中央・上砂各4
人、若葉3人（申込順）申9月25日㈭午
前10時から各図書館へ▷中央図書館
☎（528）6800▷上砂図書館☎（535）
1531▷若葉図書館☎（535）8841

ママと赤ちゃんのHAPPY 
DANCE

対1歳〜2歳未満の子どもと保護者時
10月17日㈮午前10時30分〜11時
30分場上砂児童館師日本ムーブメン
ト教育療法指導員・柳川さやかさん
定15組（申込順）持バスタオル、飲み
物申9月25日㈭から上砂児童館かみ
すな子育てひろば☎（535）1557へ

立川市役所ロビーコンサート
ヴィオラとチェロのデュオK

キ テ ィ ー

ittiによる
コンサート。曲は「聖アントニーのコ
ラール」ほか。直接会場へ時10月21
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

立川消防署員による乳幼児の
ための救急法

対乳幼児の保護者時10月27日㈪午
前10時〜11時場子ども未来センター
保15人（0歳〜3歳）定15人（申込順）
申9月25日㈭午前10時から子育て支
援事務室☎(529)8664へ

助産師さんの卒乳のおはなし
対卒乳を考えている母親・妊婦、その
夫や祖父母時10月28日㈫午後1時〜
3時場子ども未来センター師市内助
産師・椎野まりこさん定30人程度（申
込順）保若干名（5か月〜学齢前)申9
月29日㈪午前10時から子育て支援
事務室☎(529)8664へ

小学校演劇体験「あらしのよる
に」

対市内在住の小学生と保護者。未就
学児は入場できません時11月9日㈰
午後2時30分開演（午後2時開場）場
たましんRISURUホール（立川市市
民会館）費1人200円定1,200人（抽
選）申▷市立小学校へ通学している
場合=学校を通じて申し込みを▷市
立以外の小学校へ通学している場合
=10月15日㈬〔消印有効〕までに住所、
保護者氏名、児童氏名、電話番号、学
校名、学年、参加人数を書いて、往復
はがきで立川市地域文化振興財団小
学校演劇体験事業係〔〒190−0022
錦町3−3−20〕へ

にしきこども映画会
「ちびまる子ちゃん まる子たち1年
生の世話をやく」「ロトの紋章 ドラゴ
ンクエスト列伝」を上映。直接会場へ
時10月15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

ふれあいの広場
バスで群馬サファリパークを訪れ、
ジュニア・リーダー等と親睦を深め
ます対市内在住の障害者（児）と家族
の方、介護者時10月26日㈰午前7時
30分〜午後5時30分〔雨天決行〕場

市役所西側テラス前集合・解散費1人
1,500円定50人（申込順）申10月8日
㈬までに、身体障害者手帳か愛の手
帳と参加費を持って直接、障害福祉課

（市役所1階）・内線1516へ

多摩川一斉清掃
クリーン多摩川実行委員会が主催。
立川市域の多摩川河川敷等を一斉
清掃します。小雨決行。直接会場へ時
9月28日㈰午前7時から問東京立川
ライオンズクラブ☎（524）0954〔午
前10時〜午後4時〕、市ごみ対策課☎

（531）5517

子育てママのためのキャリアデ
ザイン講座

変化の多い子育て期のライフステー
ジにあわせて「緩やかだけど本気で働
く」を軸に、自分らしいキャリアにつ
いて考えます時11月4日㈫・6日㈭・
18日㈫、午前10時〜正午（全3回）場
女性総合センター師非営利型株式会
社代表・市川望美さん定15人（申込
順）保若干名（1歳〜学齢前）申9月25
日㈭から協働推進課・内線2627 e

kyoudousuishin@city.tachikawa.
lg.jpへ

BPプログラム〜赤ちゃんがきた!
初めて赤ちゃんを育てている母親と
赤ちゃんが一緒に参加し、親子の絆
を深めるプログラムです対生後2か月
〜5か月の乳児（第1子に限る）と母親
時11月4日・11日・18日・25日の火曜
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・加藤洋子さん、松原玲子さ
ん定12組（申込順）申10月1日㈬午前
10時から子育て支援事務室☎(529）
8664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10月15日、
11月19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

●ミニトマの木の子育てひろば　対
乳幼児と保護者 時 10月の毎週金曜
日と12日・26日の日曜日、午前11時
〜午後3時
ふれあいサークル「軽体操・脳トレ

ゲーム」　対高齢者時10月11日㈯午
後1時30分〜3時30分費50円（お菓
子代）定20人〔申込順、前日までに〕

よさこいソーラン鳴子踊りの講習
　対中学生以上（小学生以下は大人
同伴）時 10月11日・25日の土曜日、
午後7時〜8時30分〔申込制、10月4
日㈯までに〕
多摩川自然観察ウォーク・秋の多

摩川中流域（府中〜立川）を歩こう!
　 対 小学生〜大人（小学3年生以下
は保護者同伴）時 10月12日㈰午前
9時30分〜午後3時ごろ場 JR立川駅
南武線ホーム集合 費 1人50円（保険
料。別途交通費）〔申込制、10月5日㈰
までに〕
●おはなしたまご「おはなし会」　時
10月26日㈰午後1時〜2時
リズムあそび　 対 2歳以上の子ど

もと保護者時10月30日㈭午前10時
30分〜11時30分費500円（参加費）
定 15組〔申込順、10月1日㈬から受
付開始）

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） マークの催しは電話、ま
たは参加者名・電話番号を書いて
ファクスで☎・Fax(848)4657へ。そ
の他の催しは直接会場へ

たまみら朝市
時10月19日㈰午前10時〜正午
（売り切れ次第終了）


