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スポーツ
○4月2日（第1木曜日）は無料の個人開放日となります。　○4月
18日および26日は大会のため個人利用はできません。
●第1体育室(卓球・バドミントン・ミニテニス)=1日・2日・4日・8日・
12日・15日・22日・29日　●第2体育室▶卓球・バドミントン=6
日・13日・20日・27日(午前・午後Ⅰのみ)▶バスケットボール=6日・
13日・20日・27日(午後Ⅱ・夜間のみ)
▶午前＝午前9時～午後0時30分▶午後Ⅰ＝午後0時30分～4時
▶午後Ⅱ＝午後4時～7時30分▶夜間＝午後7時30分～11時

泉市民体育館 ☎（536）67114
月
の
個
人
利
用
日

柴崎市民体育館 ☎（523）5770
○4月6日（第1月曜日）は無料の個人開放日となります。
●第1体育室（バドミントン・ミニテニス）　●第2体育室（卓球）=
いずれも3日・6日・10日・11日・17日・19日・24日・25日
○4月12日㈰のプールの利用は、スポレクフェスタ2015開催のた
め、午後2時からです。

陸上競技教室

対市内在住の小学4年生～中学生時
4月19日～10月18日の毎週日曜日、
午前10時～正午（雨天中止）場立川
公園陸上競技場費800円（保険料）持
ランニングができる服装とシューズ、
飲み物申立川市陸上競技協会・飯塚
さん☎090（6926）4673

砂川中央地区多目的運動広場
の遊び場開放

3月25日㈬から砂川中央地区多目的
運動広場（砂川学習館前）を、比較的
空いている月曜～金曜日（祝日は除
く）午後3時～5時（11月～3月は午後
2時～4時）の団体利用がない場合に
限り、キャッチボール等ボール利用の
できる遊び場として試行的に個人開
放します。なお、個人開放の可否は前
日の午前11時に判断しますので、希
望する方はお問い合わせください問
同広場☎（536）6684

市民体育大会の結果

いずれも優勝。敬称略。
●自転車競技　▶400mタイム・トラ
イアル▷中学生男子の部=武田亮▷中
学生女子の部=斎藤亜純▶200mフラ
イングタイムトライアル▷高校生の部
=池崎嗣音▷一般の部=中島誠▶1km
タイム・トライアル▷高校生の部=小
松正和▷一般の部=矢野豊▶500mタ
イム・トライアル▷一般の部=矢野朱
実▶ケイリン▷高校生の部=中村圭佑
問立川市体育協会☎（534）1483

スポレクフェスタ2015

中高年齢者が、気軽に参加できるス
ポーツ・レクリエーション大会「立川
スポレクフェスタ2015」を開催します。
市と立川市スポレクフェスタ実行委
員会、市教育委員会が主催。対象は市
内在住・在勤者と立川市体育協会加
盟団体の登録会員で原則として4月
1日現在50歳以上の方（40歳を下限

とする種目もあります）。大会期間は4
月4日㈯～5月10日㈰。種目は17種目。
後半の日程などは次の通り。
●吹き矢　対市内在住・在勤の方と
日本吹矢レクリエーション協会会員
時4月12日㈰午前9時～午後4時場
柴崎市民体育館費1,000円（昼食代
含む。飲み物は各自持参）申4月4日㈯
〔必着〕までに住所、氏名、年齢、性別、
電話番号を書いて、郵送またはファク
スで同協会〔〒196-0022昭島市中
神町1148-93フローラメンバーズ㈱
内〕Fax（549）1134☎（549）1135へ
●水泳　対市内在住・在勤の40歳以
上の方時4月12日㈰午前10時～午後
1時場柴崎市民体育館費500円申4
月11日㈯〔必着〕までに申込用紙に必
要事項を書いて、水泳協会〔〒190-
0003栄町6-25-21-108〕☎（519）
4115へ
●ゲートボール　チーム編成は当日
の抽選対市内在住・在勤の方とゲー
トボール協会会員時4月15日㈬午前
8時30分から〔雨天の場合は4月16日
㈭〕場砂川中央地区北多目的運動広
場費1人500円申4月3日㈮〔必着〕ま
でに申込用紙に必要事項を書いて、同
協会・坂本吉通さん〔〒190-0012曙
町1-36-34〕☎（523）2922へ
●バドミントン　ダブルス。ペアの組
み合わせは抽選対市内在住・在勤の
方とバドミントン協会会員でいずれも
40歳以上の方時4月26日㈰午前9時
～午後5時場柴崎市民体育館費1人
1,000円申4月12日㈰までに参加費
を添えて、ラケットショップフジ立川店
〔錦町1-8-2〕☎(527）9554へ問同
協会・奥村さん☎（535）7226
●ニュースポーツ・レク大会　種目は
ソフトホースシューズほか。直接会場
へ対市内在住・在勤の40歳以上の方
時4月29日㈷午前9時～午後4時場柴
崎市民体育館問NPO法人立川市レ
クリエーション協会事務局☎（521）
0941
●弓道　対市内在住・在勤の方と立
川弓道会会員でいずれも40歳以上の
方時4月29日㈷午前9時から場練成

館費500円※監督会議は4月5日㈰午
後7時から練成館弓道場で問同会・岡
嵜さん☎（524）2886
●テニス　ダブルス。当日ペアを組み
合わせます対市内在住・在勤の方と
テニス連盟登録者でいずれも男子50
歳以上、女子45歳以上の方時4月29
日㈷午前9時～午後5時場砂川中央
地区庭球場・泉町庭球場費1人500円
申4月12日㈰〔必着〕までに、住所、氏
名、生年月日、電話番号を書いてはが
きで同連盟・山崎美弘さん〔〒190-
0002幸町5-57-5立川グリーンテニ
スクラブ内〕☎（536）6798へ
●野球　対市内在住・在勤の方とシ
ニア野球連盟加盟チーム登録会員時
4月29日㈷、5月5日㈷、午前9時から
場立川公園野球場費1チーム3,000
円申4月10日㈮までに同連盟・金井さ
ん☎（536）9364へ
●ソフトバレーボール　対市内在住・
在勤の方とバレーボール連盟登録者
で、女子40歳以上、男子45歳以上の
チーム。直接会場へ時5月3日㈷午前9
時～午後4時場柴崎市民体育館問同
連盟・五十嵐さん☎（524）5559
●ソフトボール　対市内在住・在勤
の方で40歳以上の男女時5月10日㈰
午前9時～午後5時場多摩川緑地野
球場申団体または個人で4月30日㈭
までにソフトボール連盟・戸所さん☎
（524）2738へ
●卓球　硬式ダブルスとラージボー

ルダブルス。ペアの組み合わせは当
日抽選対市内在住・在勤の方と卓球
連盟会員でいずれも40歳以上の方
時5月10日㈰午前9時～午後6時場
柴崎市民体育館費1人500円申4月
22日㈬〔必着〕までに、種目、住所、氏
名、年齢、性別、電話番号を書いて、は
がきか封書で同連盟・山田康行さん
（〒190-0032上砂町1-13-1-2-
803）☎(536)3606へ
●ダンス　技術発表とミニコンペを
行います対市内在住・在勤の方とダン
ス連盟登録者時5月10日㈰午後1時
～5時場泉市民体育館費1人500円
申4月12日㈰までに同連盟・稲田さん
☎（536）5138へ
《お詫びと訂正》
3月10日号6面の「スポレクフェスタ
2015」の記事中、ソフトテニスの日程
が「4月4日㈯」とあるのは、「4月5日
㈰」の誤りでした。お詫びして訂正し
ます。

（曙町2-38-5）定50人（申込順）申松
井さん☎080（3085）2751
●水泳教室　立川市水泳協会が主催
対4月に小学3年～6年生になる初心者
時5月から毎週日曜日、午前11時～正
午場泉市民体育館プール入1,000円月
2,400円（ほかに、スポーツ保険料800
円）定20人（抽選）申4月4日㈯〔必着〕ま
でに、住所、氏名、新学年、電話番号、返
信用宛先を書いて、往復はがきで立川
市水泳協会〔〒190-0003栄町6-25-
21-108〕☎（519）4115
●第3回「絵手紙大賞」作品募集　みん
なの展示場絵手紙同好会が主催。心を
伝える絵手紙作品を募集。一般のはが
きサイズでテーマ「お父さんに関する
こと」。応募数制限なし。原画・版画（コ
ピー不可）。宛名面に住所、氏名、電話番
号を書いて4月1日㈬～5月23日㈯〔必
着〕に直接、または郵送でみんなの展示
場（〒190-0023柴崎町2-21-17）へ。
展示会は6月に開催費1点500円（参加

会員募集

●ヴァイオリンを楽しむ会　初心者の
シニアの方が、ヴァイオリンを弾けるよ
うに練習しています時月2回の月曜日、
午後1時30分～2時30分場さかえ会館
月2,000円定15人（申込順）申金澤さん
☎（535）8625
●歴史めぐり立川　関東地方を中心
に、歴史文化財や史跡などを探訪し、関
連する文化・歴史を学びます時毎月第
2・第4火曜日▷学習会=午後2時～4時
▷探訪会=終日場子ども未来センターほ
か月500円申菊地さん☎（535）5743
●合唱団あすをひらく風　みんなで楽
しく歌いながら歌声を広める合唱団で
す。見学大歓迎時毎月第1・第3水曜日、
午後7時～9時場高松学習館月2,000円
申糸永さん☎（534）2400

まちのお知らせ

●不動産鑑定士による「不動産の無料
相談会」　東京都不動産鑑定士協会、
日本不動産鑑定士協会連合会が主催。
不動産鑑定士が不動産に関する相談に
無料で応じます。直接会場へ時4月4日
㈯午前10時～午後4時場女性総合セン
ター問同協会・氏

うじ

家
いえ

さん☎03（5472）
1120
●第8回マンション大規模修繕セミナー
　マンション大規模修繕協議会立川支
部が主催。1.5倍にもなった修繕積立金
の値上げを回避する術を教えます対マ
ンションに住んでいる方時4月18日㈯
午後0時30分～5時場立川商工会議所

費）問同会・中村さん☎（524）4702
●第19回エレガンス立川舞踏会　エレ
ガンス立川が主催。広く明るい会場で、
ミキシング、トライアル、抽選会もありま
す。1人でもお気軽にどうぞ。直接会場
へ時4月12日㈰午後1時30分～4時30
分場泉市民体育館費500円（会場費ほ
か）問稲田さん☎（536）5138
●第10回社会福祉チャリティー公演
「舞踊まつり」　八

や

舞
ま

て会が主催。民
踊・舞踊、その他募金活動もします。直
接会場へ時5月3日㈷午前10時～午後4
時30分場たましんRISURUホール問中
島さん☎（524）2827
●フラダンス体験会　M

モ ア ナ

oana H
フ ラ

ulaが
主催。基本の動きからフラダンスを楽
しく体験できます対成人女性の方時4
月27日㈪・28日㈫、いずれも午後1時
～2時30分場サンパークビル5階（錦町
1-5-6）定15人（申込順）申武田さん☎
（524）9100

この欄の情報の連絡・交渉は当事者間で。
市は関与しません。

道路（公道）にごみ・
資源を出さないで！

問ごみ対策課☎（531）5517
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