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子ども未来センターのコミュニティプログラム
校生以上1,000円▷小・中学生500
円▷学 齢 前 の 子ども無 料▷1 家 族
1,300円（楽器レンタル費ほか。楽
器持参で500円引き）定 20人（申込
順）持 動きやすい服装（あれば打楽
器）申 3月7日㈯までに氏名、年齢、
参加人数（複数人数で参加する場
合）、連絡先を書いてEメールで立
川ドラムサークル&ボディパーカッ
ションRhythmeets・渡辺さん☎090

（7285）6192 e mariposaaya@
gmail.comへ
●ママのためのセルフケア講座「ヘッ
ドケア」　頭皮から、抱っこやおんぶ
でも疲れをためがちな首・肩までの
セルフマッサージ。交流会とティータ
イムがあります対 乳幼児と母親 時 3
月11日㈬午後1時30分〜3時費900
円（ノンカフェインティー 代ほか）
定 15組（申込順）申 3月10日㈫まで
に、電話か、氏名・連絡先を書いてE
メールでSawaka.Lab・村田さん☎
080（3259）5562 e sawaka.lab@
gmail.comへ

　子ども未来センターでは登録団体
がホスト役となり、多種多様なコミュ
ニティプログラムを展開しています。
場子ども未来センター
●はじめての演奏会　親子で気軽に
音楽と触れ合える、子どもにとって
はじめての演奏会。直接会場へ対 学
齢前の子どもと保護者 時 3月7日㈯
午前10時〜11時30分問はじめての
演奏会・高橋さん☎（505）9015 e

tpisamu@gmail.com
●「GIRLRISING〜私が決める、私
の未来」上映会　ドキュメンタリー
風オムニバス映画。世界の女の子が
直面する状況、教育と平和の大切さ
について考えてみませんか。直接会
場へ時3月7日㈯午後6時30分〜9時
30分 問 NPO法人ダイバーシティコ
ミュ・森林さん☎090（1763）4676 e

fureai@diversitycommu.jp
●ドラムサークル　 初めましての
人同士、輪になって楽しむ打楽器主
体の即興アンサンブルです 時 3月8
日㈰午前10時〜11時30分 費▷高

写真展「津波 宮古市の被災記
録と復興への一歩」

津波の恐ろしさを知るとともに、復興
へ向けての希望を感じ取ってもらお
うと、岩手県宮古市から提供してい
ただいた写真を展示します。直接会
場へ時・場▷3月17日㈫〜22日㈰=錦
学習館▷3月24日㈫〜30日㈪=西砂
学習館、いずれも午前9時〜午後5時

（17日・24日は午後1時から）問砂川
学習館☎(535)5959

3・11あの大震災を忘れない
赤十字ボランティア減災アピール。東
日本大震災を教訓に、災害時に家庭
にある食材や資材を利用して食事を
作る方法や、避難所で役立つ技術な
どを立川市赤十字奉仕団の皆さんか
ら聞きます。直接会場へ時3月11日㈬
午前10時〜午後3時場市役所1階多
目的プラザ問福祉総務課・内線1490

ふくしまの今を語る人
「あれから4年 福島のかあちゃんは
諦めない」と題し、福島の現状につい
ての話を聞きます。立川市消費者団
体連絡会と共催時3月16日㈪午後1
時30分〜3時30分場女性総合セン
ター師福島市出身女性農業者・渡邊
とみ子さん定20人（申込順）保8人程
度（1歳〜学齢前）申2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

こどもも大人も楽しめる、とん
からりんはた織りまつり

とんからりん機織りクラブの皆さんに
よる作品展示や、本格的はた織り機
や卓上はた織り機などのミニ体験教
室。直接会場へ時3月22日㈰▷午前
の部=午前10時〜11時30分▷午後
の部=午後1時〜3時（受け付けは午
後2時30分まで）場歴史民俗資料館
師とんからりん機織りクラブの皆さ
ん費100円〜500円（ミニ体験参加の
方のみ。材料代）問歴史民俗資料館☎
(525)0860

たちかわ創造舎プレ企画vol.3 
トークイベント

10月に旧多摩川小学校内にオープ
ンするたちかわ創造舎。そのチーフ・
ディレクターの倉迫康史さんが毎回
ゲストを迎え、トークイベントを行い
ます。今回は武蔵野美術大学教授・今
井良朗さんをゲストに迎え、インキュ
ベーションのあり方を考えます。当日
参加も可時3月14日㈯午後2時〜4時
場たましんWinセンター(曙町2−8−
18)定80人（申込順）申電話かファク
ス、ホームページの予約フォームから、
たちかわ創造舎☎03(5961)5200Fax

03(5961)5207HPhttp://tachikawa
-sozosha.jp/へ問NPO法人アート
ネットワーク・ジャパン☎03（5961）
5200、市地域文化課・内線4502

学校給食共同調理場見学・試食会
時3月19日㈭午前10時から場学校給
食共同調理場費254円（給食試食代）
定30人程度（抽選）申3月4日㈬〔必
着〕までに、応募者全員の住所、氏
名、年齢、電話番号を書いて、往復は
がきかEメールで学校給食課〔〒190
−0015泉町1156−14〕☎（529）
3511 e gakkoukyuushoku@city.
tachikawa.lg.jpへ※メール応募者に
は結果通知を返信します。届かない
場合はご連絡を

まんがぱーく大市
大道芸などのステージショー、大好
評のキッチンカー、採れたて立川産野
菜の販売など、家族で楽しめるイベン
トです。直接会場へ。フリーマーケッ
トの出店申し込みも随時受け付けて
います。くわしくは、子ども未来セン
ターホームページHPhttp://t-mirai.
com/をご覧ください時3月1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

立川のすいとんと焼きもち・お
いしいゴマダレ

野菜をおいしく料理し、立川の食の歴
史も考えます時3月20日㈮午前10時
〜午後1時場柴崎学習館師立川民俗
の会・檜山泰子さんほか費800円（材
料代）定20人（申込順）申2月25日㈬
から柴崎学習館☎（524）2773へ

子育てボランティア説明会
子育て支援事務室で行われる事業の
見守り保育など、子育てに関するボラ
ンティアをしませんか時3月9日㈪午
前10時30分〜11時30分場子ども未
来センター定10人程度（申込順）申子
育て支援事務室☎(529)8664へ

ゆらゆらびなを作ろう
紙皿と折り紙で、おひなさまを作りま
す。直接会場へ対小学2年生以下の子
どもと保護者時3月1日㈰午前10時
〜正午場子ども未来センター1階テラ
ス定25組（先着順）問子育て支援事
務室☎(529）8664

ワッカフェ with Baby〜食琴
コンサート

赤ちゃん連れで楽しめる、ママのた
めのイベント。食器でできた創作楽器

「食琴」や不思議なパーカッション
が登場します。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HPhttp://www.
waccacitta.comを対0歳児とママ（0
歳児以外の同伴不可）時3月20日㈮
午前10時〜正午場子ども未来セン
ター費700円(カフェ代)定12人(申
込順)申2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

高松こどもまつり
いずれも直接会場へ場高松学習館定
各80人(先着順)
●映画「LEGO®ムービー」　時3月7
日㈯午前10時〜正午
●劇「なんかよーかい」　劇団風の子
による劇。あははと笑ってちょっと不
思議、そんなおかしな物語です時3月
25日㈬午前10時〜11時
問高松学習館☎（527）0014

高松ふれあいサロンコンサート
出演は土田直之さん（ギター）、堂阪
知之さん（トロンボーン・オカリナ）。ブ
ラジル音楽、日本のうた、世界の名曲

「黒いオルフェ」「朧月夜」ほか時3月
29日㈰午後2時〜3時30分場高松学
習館定60人（申込順）申2月25日㈬か
ら高松学習館☎（527）0014へ

みんなの錦まつり
いずれも直接会場へ場錦学習館
●錦まつりコンサート　「バスってす
ばらしい!」をテーマに、演奏とお話を
楽しみます。出演は、小笠原美敬さん

（バス）、国立音楽大学准教授・久元
祐子さん（ピアノ）、同大学招聘教授・
礒山雅さん（お話）時3月8日㈰午後2
時〜4時定200人（先着順）
●錦まつりサークル舞台発表会　
ハーモニカ、オカリナ、踊りなどの
サークルが出演します時3月7日㈯午
後0時30分〜2時定200人（先着順）
問錦学習館☎（527）6743

親子コンサート
アンサンブル「ドルチェ」の皆さんの
バイオリン、チェロ、ピアノによるクラ
シックの生演奏を、お子さんと一緒に
楽しみませんか対学齢前の子どもと
保護者時3月24日㈫午後2時〜2時40
分場子ども未来センター定20組（申
込順）申2月25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3月4日・25
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

平成26年度コミュニティ奨励
賞表彰式

立川市地域文化振興財団は、市民の
文化・芸術、コミュニティ活動促進の
ため、市内で活躍している個人・団体
を表彰しています。直接会場へ時3月
7日㈯午前10時30分から場たましん
RISURUホール問立川市地域文化振
興財団☎（526）1312

いろんなお仕事のぞいちゃお
う!〜弁護士編

対小学3年〜高校生時3月26日㈭午
前10時〜正午場錦学習館師弁護士・
竹内英夫さん定20人（申込順）持筆
記用具申2月25日㈬から錦学習館☎

（527）6743へ

フォーラム「統合失調症を生き
る〜病とともに 自分らしく」

NHKエンタープライズ主催。最新
の医療情報、心理社会的なリハビリ
テーション、社会復帰のための地域
支援のあり方を第一線の医師や当事
者本人などが語り合います時3月22
日㈰午後1時〜3時30分場たましん
RISURUホール定700人（申込順）申
住所、氏名、電話番号、参加人数、一
緒に参加する人の氏名を書いて、は
がき、ファクス、Eメール（下記ホーム
ページの申込フォームから）でNHK
エンタープライズ「統合失調症フォー
ラム東京」係☎03（3465）0701Fax

03（3481）2088HPhttp://www.
forum-nep.com/tougou/問市障
害福祉課・内線1518


