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講座

マークは、たちかわ市民交流大
学・市民推進委員会が主催する市
民企画講座（たちかわ☆きらきら
カード対象講座）

催し

武者小路実篤と新しき村

実篤の生涯と「新しき村」の思想を現
代にどう生かすかを考えます時5月9
日・23日、6月6日の土曜日、午後2時
～4時（全3回）場女性総合センター
師一般社団法人「新しき村」理事・小
島真樹さん費1,500円（受講料）定30
人（申込順）保若干名（1歳～学齢前）
申3月25日㈬から生涯学習推進セン
ター☎（528）6872へ

江戸文化と浮世絵 ! その絵師た
ち 「パートⅢ」

浮世絵から見る江戸時代の旅、美人
画などの話を聞きます時・場▷5月9
日㈯、6月13日㈯＝高松学習館▷5月
30日㈯＝女性総合センター、いずれ
も午後2時～4時（全3回）師国際浮
世絵学会常任理事・稲垣進一さん費
1,500円（受講料）定40人（申込順）保
若干名（1歳～学齢前）申3月25日㈬
から高松学習館☎（527）0014へ

ワッカフェ with Baby～おも
ちゃを作ろう

赤ちゃんが喜ぶおもちゃを手作りし
ます。ティータイムもあります。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歳児と母親
（0歳児以外の同伴不可）時4月28
日㈫午前10時～正午場子ども未
来センター師おもちゃコンサルタン
ト・石川くに子さん費700円(カフェ
代)定12人(申込順)申3月27日㈮
午前9時から氏名、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

母の日特別企画 オリジナルエ
コバッグをつくろう!

キッズワークショップvol.47。布用絵
の具を使ってオリジナルエコバッグ
を作ります対小学生（小学3年生以
下は保護者同伴）時4月26日㈰▷午
前10時30分～正午▷午後1時30分
～3時場たましんRISURUホール費
1人500円（材料代）定各回10人（抽
選）申4月15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/b10-20150426kwf/からメー
ルフォームで同財団☎（526）1312へ

春うらら国立・立川さくらウォー
キング

立川観光協会と国立市観光まちづ
くり協会合同のまち歩きを開催しま
す。立川発と国立発の2コース（各約
9km）。直接集合場所へ時4月5日㈰
午前10時～午後3時場▷立川発コー
ス=立川公園集合（多摩モノレール柴
崎体育館駅から徒歩2分）～根川緑

あれから70年「砂川空襲の記
憶」初上映と制作者の話

ドキュメント映像を上映し、講師の話
を聞きます時4月26日㈰午後2時～4
時場女性総合センター師多摩地域の
戦時下資料研究会・楢崎茂彌さんほか
定50人（申込順）申3月25日㈬から生
涯学習推進センター☎（528）6872へ

戦後70周年事業・鎮魂の花火 
白菊

抑留中に命を落とした戦友のため、長
岡の花火師が幾多の困難を克服し、
現地シベリアで花火を打ち上げまし
た。本人と現地の両面を取材した講
師の話を聞きます対20歳以上の市
民の方時5月16日㈯午後2時～4時
場柴崎学習館師ノンフィクションラ
イター・山崎まゆみさん定50人（申込
順）申3月25日㈬から柴崎学習館☎
(524)2773へ

手話体験講座～初めての手話

手話を通じて聴覚障害のある方との
コミュニケーションを学びます対市内
在住・在勤で手話経験のない方時4月
24日～7月10日の金曜日、午前10時
～正午（全12回）場柴崎学習館師手
話通訳士・関口浩子さん定20人（申込
順）保若干名（1歳～学齢前）申3月25
日㈬から柴崎学習館☎（524）2773へ

はじめての盆栽教室

黒松と欅を使って、小さいサイズの盆
栽を仕立てます。企画・運営は立川盆
栽会の皆さん時5月10日、7月12日、9
月13日、11月8日、平成28年1月17日、
3月13日の日曜日、午後2時～4時（全
6回）場女性総合センター師立川盆
栽会の皆さん費2,000円（材料代）定
12人（申込順）保5人程度（1歳～学齢
前）持手提げ袋（持ち帰り用）、盆栽用
はさみ（貸し出し可）申3月25日㈬～
4月27日㈪に生涯学習推進センター☎
（528）6872へ

市民リーダー☆みんなの講座

企画・運営は生涯学習市民リーダー
の会申3月25日㈬から生涯学習推進
センター☎（528）6872へ
●風薫る五月のお茶席　抹茶やお菓

道～貝殻坂橋～青柳稲荷神社～ママ
下湧水～矢川メルカード商店街～さ
くら通り～谷保第三公園～大学通り
～一橋大学正門▷国立発コース=一
橋大学正門集合～大学通り～谷保第
三公園～貝殻坂橋～根川緑道～立川
市・大町市情報観光プラザ持昼食、飲
み物問立川観光協会☎（527）2700

春爛
ら ん

漫
ま ん

の立川・昭島を歩く

たちかわまちの案内人と昭島観光ま
ちづくり協会合同企画。直接集合場
所へ時4月8日㈬午前8時45分～午後
3時場多摩モノレール柴崎体育館駅
改札前集合～根川緑道～普済寺～歴
史民俗資料館～都立産業技術研究セ
ンター～五日市鉄道跡～八清通り～
JR青梅線東中神駅（約7km）費1,500
円（弁当代ほか）定15人（先着順）問
立川観光協会☎（527）2700

パステル絵画体験会

高齢の方、障害のある方もパステル
画に挑戦してみませんか。丁寧に指導
します時4月13日・27日の月曜日、午
前10時～正午場若葉会館師画家・
高笠幹さん費500円（材料代）定各
10人(申込順)申北
部東わかば地域包
括支援センター☎
(538)1221へ

子どものヒヤリハットを防ぐ方法

企画・運営は立川市消費者団体連絡
会の皆さん時4月8日㈬午前11時～
正午場女性総合センター師都消費
生活部生活安全課職員定40人（申
込順）保8人程度（1歳～学齢前）申3
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

一緒に遊ぼ!

遊びの国、動物の国、イメージの世界
をみんなで探検しましょう対0歳～2
歳児とその保護者時4月22日㈬午前
10時30分～11時10分場子ども未来
センター師いつひよファミリーwith
石田倫依さん定10組20人（申込順）
申3月25日㈬午前10時から子育て支
援事務室☎(529)8664へ

ミニ展示「端午の節句展」

端午の節句の季節にちなみ、寄贈さ
れた五月人形などを公開展示します。
直接会場へ時4月11日㈯～5月6日㈷、
午前9時～午後4時30分〔毎週月曜
休館。ただし、5月4日㈷は開館〕場▷
甲冑や兜、のぼり立てなどの五月飾り
のほか、昭和初期の武者人形など約
50点=歴史民俗資料館▷五月人形や
のぼり、弓太刀飾り
など約30点=川越
道緑地古民家園問
歴史民俗資料館☎
(525)0860

立川まんがぱーく大市に行こ
う!

今回はキッズフリーマーケット、移
動動物園もあります。フリーマーケッ
トの出店申し込みは随時受け付けて
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。直接会場へ時4月5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

幸せになるためのコミュニケー
ション

コミュニケーション術を学び、1年後
に届くタイムカプセル郵便を作成し
ます時5月14日㈭午前10時～正午
場幸学習館師エッセイスト・若松美
穂さん費100円(郵便代ほか)定15
人(申込順)保若干名（0歳～学齢前）
持筆記用具(ボールペン、カラーペ
ン等)申3月25日㈬から幸学習館☎
(534)3076へ

ベビーマッサージ講座

心と体を癒すベビーマッサージを体
験します対0歳児とその保護者時4月

●講座情報誌
「きらり・た
ちかわ」春号
を発行しまし
た　たちかわ
市民交流大学
では、講座情
報をまとめた季刊誌（3月、6月、9
月、12月）を地域学習館、市役所、
図書館などで配布しています。
目の不自由な方には、ご希望の方
に録音したCDを無料でお送りし
ています。
問生涯学習推進センター市民交
流大学係☎（528）6872

知っていますか!
広報以外の講座の探し方

たまみらでカラオケを楽しもう!　
対3人以上のグループ時▷4月1日㈬
午前10時～午後5時▷4月2日㈭・3
日㈮・8日㈬・15日㈬・22日㈬、午後
1時～5時費1,000円（2時間1部屋。
延長1時間500円）〔申込制、前日まで
に〕
●ミニトマの木の子育てひろば　対
乳幼児と親時4月3日㈮・10日㈮・12
日㈰・17日㈮、午前11時～午後3時
●“さぼう”でティータイム!　時▷毎
週土曜・日曜日、午前10時～午後3時

▷毎週火曜日、午後1時～3時
よさこいソーラン鳴子踊りの講習
　対中学生以上時4月11日・25日の
土曜日、午後7時～8時30分〔申込
制、4月4日㈯までに〕
●みんなのサロン「介護予防体操・軽
食」　対高齢の方時4月18日㈯午前
10時～正午費100円（食材代）定50
人（先着順）
プラモデルづくり教室　対小学2

年生以上時4月19日㈰午前9時30分
～午後3時30分定10人〔申込順、4月
12日㈰までに〕
●おはなしたまご「おはなし会」　時
4月19日㈰午後1時～2時
日曜絵画教室　時4月19日㈰午後
1時～2時30分定15人〔申込順、前日
までに〕

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

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
●ペタンクをやってみよう!＝4月9日㈭
午後4時から、幼児以上
つくってたべよう♪＝4月18日㈯午後3
時から、定員16人、有料、小学生以上
プラバンの小物作りをしよう!＝4月27
日㈪午後4時から、定員15人、小学生
以上

錦児童館 ☎（525）6684
●新入生歓迎会＝4月16日㈭午後2時か
ら

●工作をしよう!＝4月20日㈪～24日㈮、
午後3時から

羽衣児童館 ☎(526)2336
●みんなピカピカ!羽衣春のプチまつり
＝4月8日㈬午後3時から
Let’sクッキング!～三色だんご＝4月
22日㈬午後3時から、定員20人、小学
生以上

高松児童館 ☎（528）2925
●新入生オリエンテーション～春の児童
館探検ツアー＝4月1日㈬～8日㈬、午
後3時から
春の遠足～入学・進級おめでとう!!＝
4月3日㈮午前10時から、定員20人、有
料

若葉児童館 ☎（536）1400
●新入生歓迎会＝4月22日㈬午後3時
30分から

●こいのぼり工作＝4月24日㈮～5月5日
㈷、午後2時から

幸児童館 ☎（537）0358
●カードゲーム大会＝4月6日㈪午後2時
から

●児童館オリエンテーション＝4月11日
㈯午後3時から

●ふれあい動物園＝4月18日㈯午前10
時から

上砂児童館 ☎（535）1557
●マンカラ大会＝4月15日㈬午後3時30
分から、先着20人

●あつまれ小学1年生＝4月22日㈬午後
2時30分から

西砂児童館 ☎（531）0433
フリースペース＝4月4日㈯午前10時
から、有料、小学生以上

●ドッジボール＝4月8日㈬午後3時30
分から、先着40人、小学生以上
卓球大会＝4月22日㈬午後3時30分か
ら、定員16人、小学生以上

●ファミリー天体観測＝4月25日㈯午後
6時30分から

※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。

キラキラ★歯育て～1歳からは
じめる親子歯みがき教室

この時期に大切な栄養と、虫歯予防
について学び、歯みがきの実習をしま
す対1歳～1歳2か月の子ども(第1子
に限る)と保護者時①平成26年2月
～4月生まれ=4月21日㈫②平成26年
3月～5月生まれ=5月19日㈫、いずれ
も午前10時～11時30分場健康会館
定各日15組(申込順）費100円（歯ブ
ラシ代ほか)申3月25日㈬から電話で
健康推進課へ

二種混合（ジフテリア・破傷風）
予防接種の対象年齢を拡大

これまで二種混合（ジフテリア・破傷
風）予防接種の対象年齢は、小学校6
年生としていましたが、4月1日から対
象年齢を11歳以上13歳未満へ拡大し
ます。問診票は従来通り、小学校6年
生になった4月に一斉発送の予定です。

乳幼児健康診査の実施曜日が
変更になります

従来は1歳6か月児健康診査を火曜日、
3歳児健康診査を木曜日に実施して
いましたが、4月から1歳6か月児健康
診査を木曜日、3歳児健康診査を火曜
日に実施します。3～4か月児健康診
査は引き続き水曜日に実施します。

健康

申・問健康推進課〔〒190-0011
高松町3- 2 2 - 9健康会館内〕
☎（527）3272Fax（521）0422へ

　健診は該当月齢の翌月です。対象者には、個別に通知します。届いていない方
は、健康推進課へお問い合わせください。集団健診のため、発熱や体調不良、感
染症にかかっている場合はご遠慮ください。次回日程についてはご相談を。

乳児（３～４か月児）・１歳６か月児・２歳児歯科・３歳児健康診査

健康相談（個別予約制・電話で健康推進課へ）
●健康会館=４月７日㈫午前９時30分～11時
運動指導者・管理栄養士が相談に応じます。
●健康会館=４月16日㈭午後１時30分～３時
保健師・管理栄養士が相談に応じます。

親と子の健康相談（午前９時３０分～１0時３０分・直接会場へ）
●健康会館= ３月25日㈬ ●西砂学習館= ４月１日㈬
●健康会館= ４月22日㈬ ●砂川学習館= ☆５月20日㈬
保健師・助産師・心理相談員・栄養士・歯科衛生士が相談に応じます。☆印
の日は「子育てひろば」と合わせて開催します。
※心理相談員の相談は、原則予約制。空きがある場合は当日受付可。

30代から始める「内臓脂肪ス
リム大作戦」春

内臓脂肪が気になる方、ライフスタイ
ルを見直してみませんか。運動や栄養
実習を含めてサポートします。日程・
内容は下表の通り（全7回）対30歳～
64歳の市民で、医師から運動・食事を
制限されていない方（65歳以上の方
でも医学講座は参加可）場健康会館
定24人（申込順）費1,200円（栄養実
習の材料代）申3月25日㈬から電話で
健康推進課へ
日程 内容 時間

５月20日㈬ 医学講座・
基礎講座

午前９時30分
～11時30分

５月27日㈬ 個別面談 ※
６月３日㈬
６月10日㈬ 栄養実習 午前９時30分

～正午
６月17日㈬
６月24日㈬
７月１日㈬

運動講座 午前９時30分
～11時30分

※５月27日㈬は午前９時30分～午後４
　時の間で指定された時間（約30分）。

15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(材料代)定10組（申込順）持レ
ジャーシート、バスタオル、飲み物申
3月26日㈭午前10時から子育て支援
事務室☎(529）8664へ

子育てしながら働ける!?働くた
めの準備について考えましょう

再就職に向けての心構えや準備、課
題整理方法、時間の使い方などを学
びます（0歳～3歳のお子さんと一緒
に受講可）。東京しごとセンター女性
しごと応援テラスと市の共催時4月
21日㈫午前10時～正午場女性総合
センター師キャリアコンサルタント・
河野千鶴子さん定20人（申込順）申
3月25日㈬から東京しごとセンター
女性しごと応援テラス☎03（5211）
2855へ〔当日会場で東京しごとセン
ターの利用登録が必要です〕問東京
しごとセンター女性しごと応援テラス
☎03（5211）2855、市男女平等参画
課☎（528）6801

かかりつけ薬局とは、どの医
療機関の処方箋でも、薬を調

剤してもらったり、薬について相談し
たりする薬局を一つに特定することを
いいます。
　かかりつけ薬局を持つと、内科や
整形外科など複数の先生から処方さ
れている薬の相互作用や重複してい
る薬が確認しやすくなります。お薬
手帳も同様の目的で普及が推進され
ています。かかりつけ薬局やお薬手
帳は医薬品による治療を、より有効
で安全なものにします。

A

Q

　薬局では、このような治療のサ
ポートだけでなく、病気になる前の
健康管理のためのサプリメントや健
康食品の相談もできます。薬局を特
定することで、今までの経緯や服薬
状況などを考慮した、より生活に密
着したアドバイスを得られやすくなり
ます。
　薬の専門家の薬剤師を活用して健
康のよろず相談所となる、かかりつ
け薬局を見つけてください。

《立川市薬剤師会・根本陽充》

最近、「かかりつけ医同様に、かかりつけ薬局も
持つように」と言われますが、どうしてですか ?

健康 AQ & 513

《お詫びと訂正》1月 25日号 8面の「健康Q & A」の執筆者が藤澤秀樹先生
とあるのは、渡辺聡先生の誤りでした。お詫びして訂正します。

休日急患診療所
（内科・小児科） ☎（526）2004
健康会館1階
▷日曜日・祝日=午前9時～午後9時
歯科休日応急診療所 ☎（527）1900
健康会館2階
▷日曜日・祝日=午前9時～午後5時
立川市小児救急診療室 ☎（523）2677
共済立川病院内
▷月曜・水曜・金曜日=午後7時30分～10時
（祝日を除く）

24時間電話案内医療機関案内
「ひまわり」 ☎03（5272）0303
救急相談センター ☎（521）2323
※携帯電話・プッシュ回線からは
☎＃7119も利用できます。

休日・夜間診療 保険証を
忘れずに

子のいただき方などを学びます時5月
14日㈭午後2時～4時場女性総合セ
ンター師鎌田美貴子さん費800円（受
講料、お茶・お菓子代）定10人（申込
順）持白い靴下
●ギターを上手に演奏するには　ク
ラシックギターの正しい構え方から
奏法までを学びます。初心者歓迎時5
月23日㈯午後2時～4時場西砂学習
館師松下克さん費300円（受講料）定
10人（申込順）持ギター
●子育てママのためのマネーセミ
ナー　ファイナンシャルプランナーか
らお金の「考え方」や「扱い方」を学び
ます対子育て中の女性時5月26日㈫
午前10時～正午場女性総合センター
師山本季和さん費300円（受講料）定
20人（申込順）
●和紙ちぎり絵　和紙を指先でちぎ
り、季節の花の短冊を作ります時5月
27日㈬午後1時30分～4時場柴崎学
習館師浦野鈴佳さん費800円（受講
料、材料代）定20人（申込順）持手拭
きタオル
●楽しもう!絵本の読み聞かせ～心の
おくりもの　講師の体験を通してお
薦めの作品を紹介時5月29日㈮午後
2時～4時場高松学習館師梅田亜希
子さん費300円（受講料）定10人（申
込順）花火師・嘉瀬誠次さんを取材する山崎まゆみさん
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