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催し

ビブリオバトル交流戦

お気に入りの本を持ち寄って、その魅
力を語り合います対市内在住・在学
の高校生（中学生も可）時3月27日㈮
午前10時〜正午場中央図書館定10
人程度（申込順）申2月28日㈯までに
中央図書館☎（528）6800へ

立川市民オペラ公演2015「愛
の妙薬」プレイベント

3月14日㈯・15日㈰に開催する立川
市民オペラ公演2015「愛の妙薬」をよ
り楽しんでいただくため、プレイベン
トを実施します。
●レクチャー&ミニコンサート　出演
は木下周子さん、藤牧正充さんほか
時2月4日㈬午後7時開演場たましん
RISURUホール（立川市市民会館）師
演出家・澤田康子さん定200人（要整
理券。同ホール1階窓口で配布中。電
話予約不可・郵送不可）
●ゲネプロ見学　舞台上で行う全体
リハーサルを、全2幕鑑賞できます対
小学1年生〜高校生と保護者（小学生
は保護者同伴）時3月13日㈮午後5時
集合場たましんRISURUホール（立
川市市民会館）定200人（抽選）申2
月23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/
a22-20150314-2/からメールフォー
ムで同財団☎（526）1312へ。右QR
コードからアクセス可。
抽選結果は3月3日㈫
までにメールまたは電
話で連絡します。

映画「楽隊のうさぎ」&制作者
トーク

音楽と向き合う中学生を描いた中沢
けい原作の映画を鑑賞後、制作者の話

「ぼくが生涯一度の映画を作ったわ
け」を聞きます。直接会場へ時2月14
日㈯午後1時〜4時場さかえ会館師浜
松市民映画館シネマイーラ館主・榎
本雅之さん定180人（先着順）問若葉
図書館☎（535）8841

ミニ展示「桃の節句展」
歴史民俗資料館と古民家園で、市民
の方から寄贈されたひな飾りを展示
します。直接会場へ時2月3日㈫〜3月
8日㈰、午前9時〜午後4時30分（毎週
月曜日を除く）場▷歴史民俗資料館=
明治時代のひな飾りを含む約150点
▷川越道緑地古民家園=大正〜昭和
初期のひな飾りを含む約120点問歴
史民俗資料館☎(525)0860

世田谷美術館鑑賞ツアー
「東宝スタジオ展 映画=創造の現
場」と「世田谷に住んだ東宝スタジオ
ゆかりの作家たち」の展示を鑑賞し
ます。東宝の代表作である「ゴジラ」と

「七人の侍」に焦点をあてた注目の
展覧会です。桜の名所でもある砧公
園の散策も（昼食は各自自由）対市
内在住・在勤・在学の小学生以上の
方（小学生は保護者同伴）時3月26
日㈭午前9時〜午後4時30分ごろ場
たましんRISURUホール（立川市市
民会館）前集合・解散定45人（抽選）
費大人2,000円、小・中学生1,000円

（ 貸 切バス代 、保 険 料ほか）申 2月
10日㈫〔必着〕までに、「世田谷美術
館希望」、応募者全員（4人以内）の
住所、氏名（ふりがな。代表者に○
印）、年齢、電話番号、在勤・在学の
方は勤務先名か学校名を書いて、は
がき、ファクス、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 bijyutsu@tachikawa-
chiikibunka.or.jpへ

宝くじまちの音楽会 岡村孝子
&あみん〜未来へのメッセージ

あ み ん が 見 ら
れるのもこの音
楽会だけ。曲目
は「夢をあきら
めないで」「待つ
わ」など。七小合唱団（B☆Gシンガー
ズ）との共演もあります。未就学児の
入場はできません時3月21日㈯午後5
時30分開演（午後5時開場）場たまし
んRISURUホール（立川市市民会館）
費全席指定2,000円（発売中。宝くじ
の助成による特別料金です）問たまし
んRISURUホール☎（526）1311

ワッカフェ with Baby〜どう
する!?子どものお金の話

赤ちゃん連れで楽しめる、ママのため
のイベント。ライフプランナーから学
資保険や子どもにかかるお金の話を
聞きます。授乳中でも安心のカフェ
インレスコーヒーとお菓子でカフェ
タイムもあります。ワッカチッタが主
催。くわしくは同団体ホームページHP

http://www.waccacitta.comを対0
歳児と母親（0歳児以外の同伴不可）
時2月20日㈮午前10時〜正午場子ど
も未来センター師ライフプランナー・
朝倉高志さん費600円(カフェ代)定
12人(申込順) 申 1月27日㈫午前9
時から住所、氏名、電話番号、子ども
の氏名・月齢を書いて、Eメールで e

waccacitta@gmail.comへ問子育
て支援事務室☎(529）8664

ジャイアント鬼がやってきた!
親子でオリジナルのお面を作って遊
びましょう対未就学児と親時2月1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1
月25日㈰午前10時から子育て支援

事務室☎(529）8664へ

粘土でつくるスイーツ小物
キッズワークショップvol.46。樹脂粘
土を使って、本物そっくりなかわいい
スイーツアクセサリーを作ります対小
学生（小学3年生以下は保護者同伴）
時2月11日㈷▷午前10時30分〜正午
▷午後1時30分〜3時場子ども未来
センター師アクセサリー作家・a

ア ノ ン

non
さん費500円（材料代）定各10人（抽
選）申1月29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/b10-20150211kwf/からメー
ルフォームで同財団☎（526）1312へ

小学校連合展覧会「書写展」

市 立 小 学 校 児 童 の 書 写 の 作 品 約
2,500点を展示します。また、立川ろ
う学校児童の作品も合わせて展示し
ます。直接会場へ時1月29日㈭〜2月
1日㈰、午前10時〜午後7時場たまし
んRISURUホール（立川市市民会館）
展示室問指導課指導係・内線2487

土曜ファミリー劇場「おんがく
会〜歌とピアノ」

出演は湯川亜也子さん(メゾ・ソプラ
ノ)と三好優美子さん(ピアノ)。演奏
を聴いたり一緒に歌ったりしてお楽
しみください時2月28日㈯午前11時
〜正午場柴崎学習館定100人（申込
順）申1月27日㈫から柴崎学習館☎
(524)2773へ

大人のためのバレエ・クラス
パパママ・ワークショップvol.5。少し
の間、育児・子育て・仕事から離れて、
自分磨きの時間を過ごしてみません
か時3月17日・24日・31日の火曜日、
午前10時〜11時（全3回）場子ども
未来センター師バレエスタジオ主宰・
五十嵐洋子さん費2,500円（受講料）
定10人（抽選）保各回6人（1回500
円）申3月1日㈰までに立川市地域文
化振興財団ホームページHPhttp://
tachikawa-chiikibunka.or.jp/
b10-20150317pmwf/からメール
フォームで同財団☎（526）1312へ

おもちゃの病院
子どもたちの物を大切にする心を育
てるため、壊れたおもちゃを修理しま
す。1世帯2点までで先着40点です。壊
れた部品なども一緒にお持ちください。
部品代がかかる場合は実費負担です。
直せないものもあります。直接会場へ
対市内在住の方時2月14日㈯午後1
時〜3時場女性総合センター問生活
安全課消費生活センター係〔女性総
合センター内〕☎（528）6801

第50回青少年健全育成研究大
会〜子どもの成長のために私
たち（家庭・地域）ができること

多くの子どもたちと関わってきた講師
から、家庭教育の必要性や向上させる
ヒント、地域の適切なサポートの方法
などを聞きます。直接会場へ時2月7日
㈯午後2時〜4時場たましんRISURU
ホール（立川市市民会館）小ホール師
一般社団法人共生と共育ネットワー
ク代表理事・野口久弘さん定150人

（先着順）問市青少年問題協議会事
務局（子ども育成課内）内線1306

市役所アート&南極・北極科学
館鑑賞ツアー

市役所に設置されている絵画やオブ
ジェなどのアートをボランティアの案
内で鑑賞し、作家からアートについて
の話を聞きます。国立極地研究所の
南極・北極科学館も訪ねます。小学生
以下は保護者同伴時3月28日㈯午後
1時30分〜3時40分ごろ〔荒天中止〕
定20人（抽選）申2月28日㈯〔必着〕
までに、「市役所アート希望」、応募者
全員（4人以内）の住所、氏名（ふりが
な。代表者に○印）、年齢、電話番号
を書いて、はがき、ファクス、Eメール
で立川市地域文化振興財団〔〒190
− 0 0 2 2 錦 町 3 − 3 − 2 0 〕☎（ 5 2 6 ）
1312Fax（525）6581 e bijyutsu@
tachikawa-chiikibunka.or.jpへ

財団どこでもステージ〜富士見
町ふれあいコンサートvol.10

出演は八中OBブラス、森口賢二さん
（バリトン）、熊澤弥緒さん（ピアノ）。
曲目は「ふるさと」「オー・ソレ・ミオ」

「愛の夢（ピアノ独奏）」ほか。直接会
場へ時2月15日㈰午後2時開演（午後
1時30分開場）場滝ノ上会館問立川
市地域文化振興財団☎（526）1312

市内在住イラストレーター・
佐野真隆さんの作品と原画を
展示中

時3月20日㈮までの午前10時〜午
後5時〔毎週月曜日と第3木曜日を除
く〕場 柴崎図書館 問 柴崎図書館☎
(525)6177

二十三夜サロン
認知症の方を介護するご家族などが
自由に意見を交換できるサロンです。
今回は「介護している人を支えよう」
をテーマに、周りの人だからこそでき
ることを考えます。直接会場へ時2月
11日㈷午後1時30分〜3時30分場
フェローホームズ森の家（富士見町2
−36−43）問フェローホームズ富士見
相談センター☎（526）1353


