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催し

手打ちうどんと十五夜飾り
時9月27日㈯午前10時〜午後0時30
分場歴史民俗資料館師立川民俗の会
の皆さん費大人500円、子ども300円

（材料代）定30人（申込順）持バンダ
ナかスカーフ、エプロン、タオル申8月
25日㈪から歴史民俗資料館☎（525）
0860へ

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9月9日
㈫・21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

写真展「立川駅の変遷」
学芸員実習生による写真展。直接会
場へ時9月6日㈯〜10月5日㈰、午前
9時〜午後4時30分〔月曜休館。15日
㈷は開館、翌16日㈫休館〕場歴史民
俗資料館問歴史民俗資料館☎（525）
0860

平和映画会「あの日−この校舎
で」ほか

原爆投下直後の長崎で救護所とされ、
7,000人もの被爆者が運びこまれた
新興善小学校。50年前ここで医療に
当たった看護師たちが、当時の記録
フィルムとともに、目撃した被爆の状
況を語ります。同時上映「明日への伝
言/悪魔の火球」「核戦争」時9月25日
㈭午後2時〜3時場錦学習館定30人

（申込順）申錦学習館☎（527）6743
へ

「日本国宝展」関連文化講演会
「国のたから」を通して、日本文化形
成の精神を見つめ直します。NHKと

共催。来場者には東京国立博物館・平
成館（上野公園）で10月15日㈬〜12
月7日㈰に開催の「日本国宝展」の無
料招待券を1人1枚差し上げます時10
月17日㈮午後7時〜8時40分場女性
総合センター師東京国立博物館主任
研究員・品川欣也さん定180人（抽選）
申9月11日㈭〔必着〕までに、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、電話番号（ペア
で申し込む場 合
は2人分）を書い
て、往復はがきで
生涯学習推進セ
ンター〔〒190−
0012曙町2−36−
2〕☎（528）6872
へ。市ホームペー
ジ「電子申請サー
ビス」からも申込
可

高校中退者、不登校、ひきこも
り〜応援します!明日への一歩!

不登校やひきこもりなど、悩みを抱え
ている方へのセミナーと個別相談会。
悩みを克服した若者自身の体験談も
あります。保護者、学校関係者も参
加できます。直接会場へ時9月7日㈰
午後2時〜4時30分場女性総合セン
ター師都立砂川高校校長・野中繁さ
ん定▷セミナー＝50人▷相談会＝10
組程度(いずれも先着順)問子ども育
成課青少年係・内線1305

幼稚園子育て教育フェア
催しや体験、相談コーナーを通して幼
児教育を紹介。入園を考えている方、
幼稚園に通っていない方なども親子
でどうぞ。立川市私立幼稚園協会が
主催。直接会場へ時9月13日㈯午前
10時〜午後3時場サンサンロード問
子育て推進課・内線1341

まんがぱーく大市へ行こう!
大道芸などのステージショー、夏限
定のミニプール、大好評のキッチン
カー、とれたて立川産野菜の販売など、
お楽しみが盛りだくさん。フリーマー
ケット出店申し込みも随時受け付け
ています（運営協力費500円）時9月7
日・21日の日曜日、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

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
な自転車の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9月6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

商店街食べ飲み歩きエンター
テイメント〜第2回立川バル街

立川駅北口の人気飲食店34店舗の
中から気になるお店を食べ飲み歩く
イベント。各店が自慢のおつまみ1品
とドリンク1杯を用意しています。参
加者は、地図を片手に気になるお店
4店を回ります。チケットは当日使い
切れなくても「後バル」期間中に金券
として使用できます。お店ごとのスペ
シャルイベントも。柳通り商店会主催。
立川北口駅前大通り商店会・あけぼ
の商店街振興組合共催時9月7日㈰
〜9日㈫、午後5時から〔「後バル」=9
月10日㈬〜12日㈮〕場伊勢丹立川店
2階正面入口（受け付け）、商店街加
盟の飲食店費前売り2,800円、当日
3,000円（チケット代。前売りは下記
ホームページでお求めください。）問
立川バル街事務局☎（525）3222HP

http://tachikawa-bar.com、市産業
振興課商工振興係・内線2644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
●風船バレーで遊ぼう＝9月8日㈪午後3

時から、小学生以上
●風鈴を作ろう＝9月17日㈬〜19日㈮

午後3時から、小学生以上
つくってたべよう♪「ニラチヂミ」＝9月
22日㈪午後3時から、定員20人、有料、
小学生以上
錦児童館	 ☎（525）6684
●森のエンピツづくり＝9月17日㈬午後

2時30分から
●バスケットボールフリースロー大会＝

9月24日㈬午後2時30分から
羽衣児童館	 ☎(526)2336
●卓球大会＝9月8日㈪午後3時30分か

ら
●ドッジボール大会＝9月17日㈬午後3

時30分から
高松児童館	 ☎（528）2925
●「こども会議」チャンス〜こどもの言い
たい放題・やりたい放題＝9月12日㈮
午後3時30分から
ちびっ子が始めたエコ“火ばさみ隊”に
いらっしゃ〜い!＝9月30日㈫午後3時
30分から、定員15人

若葉児童館	 ☎（536）1400
●中高生卓球大会＝9月6日㈯午後4時

から
●工作マグネット作り＝9月8日㈪〜11

日㈭午後3時から
幸児童館	 ☎（537）0358
●おばけやしき＝9月6日㈯午前11時か

ら
敬老の日ふれあいクッキング＝9月13
日㈯午後2時30分から、定員20人
上砂児童館	 ☎（535）1557
●てあとる上砂＝9月10日㈬午後2時か

ら
●マンカラ大会Ⅳ＝9月24日㈬午後3時

30分から
西砂児童館	 ☎（531）0433
サッカー大会＝9月3日㈬午後2時か
ら、定員16人、小学生以上
レッツクッキング＝9月10日㈬午後3
時30分から、定員10人、有料、小学生
以上
バスケ大会＝9月21日㈰午後2時か
ら、定員10人、小学生以上

※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ください。

ファーレぴかぴかアート
ファーレ立川の芸術を楽しみなが
ら、作品の清掃とワークショップを行
います。午前と午後の両方に参加す
る方には昼食付き対小学生以上（小
学生は保護者同伴）時9月7日㈰午前
10時から（雨天時はワークショップ
のみで午後2時30分から）、女性総合
センター集合場ファーレ立川周辺師
ファーレ立川アート作家・國安孝昌
さん定30人（申込順）申「ファーレぴ
かぴかアート参加希望」と住所、氏名、
電話番号を書いてファクスで、ファー
レ倶楽部事務局・中島さんFax（535）
1396へ問市地域文化課・内線4501

国立劇場文楽鑑賞教室
対市内在住・在勤・在学の小学生以
上の方（小・中学生は保護者同伴）
時 12月13日㈯午前9時、たましん
RISURUホール（立川市市民会館）
集合場国立劇場（千代田区）費大人
5,500円、学生・生徒3,000円（チケッ
ト代・バス代ほか。食事代は含みませ
ん）定45人（抽選）申9月25日㈭〔必
着〕までに「文楽鑑賞教室希望」と応
募者全員の住所、氏名（ふりがな）、年
齢、性別、電話番号、市内在勤・在学
の方は勤務先名または学校名を書い
て、代表者に○を付け、はがきかファ
クス、または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

koten@tachikawa-chiikibunka.
or.jpへ

「紅
もみじ
葉能
のう
」無料ご招待

対市内在住の小・中学生（保護者は、
小・中学生1人につき1人まで無料。保
護者の座席は2階席後方）時10月5
日㈰午後1時30分から場たましん
RISURUホール（立川市市民会館）定
200人（抽選）申9月19日㈮〔必着〕ま
でに、住所、氏名、学校名、学年、電話
番号、保護者氏名、希望人数を書いて、
往復はがきで立川市地域文化振興財
団「紅葉能招待」係〔〒190−0022錦
町3−3−20〕☎（526）1312へ

国宝 勢至菩薩坐像（往生極楽院阿弥陀堂所在）
平安時代・久安4年（1148）
京都・三千院蔵
画像提供:文化庁

●子育てひろば　 対 乳幼児と親 時 9
月の毎週金曜日と14日・28日の日曜
日、午前11時〜午後3時
リサイクルものづくりクラブ　時9

月11日・25日の木曜日、午前10時〜
午後3時費1種目200円定10人〔申込
順、9月1日㈪までに〕
キッズアカデミー　リトミックなど

対 3歳〜中学生 時 9月11日・25日の

たまみら朝市
時9月21日㈰午前10時〜正午
（売り切れ次第終了）

木曜日、午後3時30分〜4時30分 費
500円（教材代）
ものづくりワークショップ　廃材

を利用したアクセサリー作り時 9月
13日㈯午後1時〜3時費500円（材料
代）定10人〔申込順、前日までに〕
リリィ新体操オープンクラス　 対

幼児〜小学生の女の子時9月20日㈯
午前10時〜11時費300円（手具レン
タル代）定10人〔申込順、9月12日㈮
までに〕
日曜絵画教室　時9月21日㈰午後

1時〜2時30分定10人〔申込順、前日
までに〕
プラモデルづくり教室　 対 小学2

年生以上時9月28日㈰午前9時30分
〜午後3時30分定10人〔申込順、9月
21日㈰までに〕
●おはなしたまご「おはなし会」　時
9月28日㈰午後1時〜2時

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


