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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
●富士見児童館大運動会＝5月5日（火・
祝）午後2時から、小学生以上
つくってたべよう♪「デコパンケーキ」
＝5月11日㈪午後4時から、定員20人、
有料、小学生以上
ストローロボットハンド＝5月15日㈮
午後3時から、定員10人、小学生以上

●ペットボトルボウリングをしよう＝5月
27日㈬午後4時から、小学生以上
錦児童館	 ☎（525）6684
●子どもの日「しゃぼん玉であそぼう」＝
5月5日（火・祝）午後1時30分から

●母の日工作＝▷5月7日㈭・8日㈮、午後
3時から▷5月9日㈯午前10時から
羽衣児童館	 ☎(526)2336
●子どもの日スペシャル＝5月5日（火・
祝）午後2時から
マザーズデイ工作〜大切な人へのプ
レゼント＝5月7日㈭〜10日㈰、午後1
時から
高松児童館	 ☎（528）2925
●こどもの城だよ!5・ゴー・GO!!＝5月5
日（火・祝）午後2時から
●火ばさみ隊でみんなの街をクリーン・
アップ＝5月28日㈭午後3時から

若葉児童館	 ☎（536）1400
●子どもの日スペシャル＝5月5日（火・
祝）午後1時30分から

●ドッジボールをしよう＝5月13日・27
日の水曜日、午後3時30分から
幸児童館	 ☎（537）0358
●子どもの日だよ!全員集合＝5月5日
（火・祝）午前10時から
●出張児童館＝5月11日㈪午後3時から
青柳公園（柏町1−12−1）で
上砂児童館	 ☎（535）1557
みんなでスポーツをしよう＝5月5日
（火・祝）午後2時から、定員20人
母の日のプレゼントをつくろう＝5月8
日㈮午後3時から、定員20人
オリジナルキーホルダーをつくろう＝5
月20日㈬午後3時から、定員50人
●マンカラ大会＝5月27日㈬午後3時から
西砂児童館	 ☎（531）0433
●子どもの日スペシャル＝5月5日（火・
祝）正午から
サッカー大会＝5月20日㈬午後3時か
ら、定員16人、小学生以上
バスケ大会＝5月27日㈬午後3時30分
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。

催し

昭和記念公園の達人が案内す
る砂川散歩

たちかわまちの案内人による新まち
歩きコースです▷コース=西武拝島線
武蔵砂川駅〜源五右衛門分水〜邨田
丹陵宅〜金毘羅山〜阿豆佐味天神社
〜流泉寺〜国営昭和記念公園（砂川
口）〜花の丘〜日本庭園〜イチョウ
園〜西立川口時5月15日㈮午前9時
30分〜午後2時30分（雨天決行、荒
天中止）費500円（保険料、資料代ほ
か）定20人（申込順）持お弁当申立川
観光協会☎（527）2700へ

やさしい太極拳
対60歳以上の市民の方時5月25日、6
月1日・8日・15日の月曜日、午後1時
30分〜3時30分(全4回)場一番福祉
会館師太極拳指導員・上條喜久子さ
ん定25人(申込順)持動きやすい服装、
飲み物申4月25日㈯から一番福祉会
館☎(531)2945へ

たちかわ創造舎プレ企画vol.4 
トークイベント

オープン前のプレ企画として、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。今回は漫画家&サイクリ
スト・北条晶さんと奥多摩トレックリ
ングツアーガイド・木嶋雅史さんを
ゲストに迎え、スポーツサイクルの
魅力や今後の課題について話し合
います時5月16日㈯午後2時〜4時
場国営昭和記念公園花みどり文化
センター講義室(緑町3173)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)5200 Fax

03(5961)5207HPhttp://tachika
wa-sozosha.jp/へ※当日参加可問
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

第4回立川いったい音楽まつり

市内各所で一斉ライブを実施します。
くわしくはいったい音楽まつりホーム
ページHPhttp://www.tachikawa-
chiikibunka.or.jp/tachikawa_
music/をご覧ください。直接会場
へ時5月16日㈯・17日㈰場サンサン
ロード（曙町）、市内大型商業施設
店頭、レストラン、喫茶店など問立川
いったい音楽まつり実行委員会事務
局〔立川市地域文化振興財団内〕☎
(526)1312

立川まんがぱーく大市
大道芸などのステージショー、大好評
のキッチンカー、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。
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5月3日（日・祝）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

財団どこでもステージ
東日本大震災チャリティー・コンサー
トVol.10。出演は国立音楽大学卒
業生、管打楽器アンサンブル「こぶし
ぶらす」の皆さん。曲目は「夜桜お七」
「妖怪ウォッチメドレー」など。会場
で募らせていただく義援金の一部は、
東日本大震災の復興のために寄付し
ます。直接会場へ時4月29日（水・祝）
▷午後1時30分〜2時▷午後3時〜3
時30分場髙島屋立川店1階正面玄関
前（雨天中止）問立川市地域文化振興
財団☎（526）1312

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5月19
日㈫・31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

体験学習「手打ちそば作り」
本格的「手打ちそば（五割そば）」と
「麺つゆ」の作り方を基本から学びま
す対市内在住の大人と小学生以上の
子ども（子どもは保護者同伴）時5月
17日㈰午前10時〜午後1時場歴史民
俗資料館師そば店主・尾崎好司さん
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4月25日㈯か
ら歴史民俗資料館☎（525)0860へ

管理栄養士による離乳食講座
試食しながら話を聞き、離乳食作りや
進め方の参考にしませんか。試食とレ
シピ付き対0歳児の保護者(同伴の子
どもは1人まで)食物アレルギーのあ
る保護者の方は申込時にご相談くだ
さい時5月20日㈬午前11時〜正午場
たましんRISURUホール師管理栄養
士・阿部昭子さん定15組（申込順）申
4月25日㈯午前10時から子育て支援
事務室☎(529)8664へ

集まれ ! 親子スキンシップ教室
対1歳・2歳児と保護者時5月25日㈪
午前10時30分〜11時30分場子ども
未来センター師親子スキンシップ教
室講師・中島久美さん定10組（申込
順）申4月27日㈪午前10時から子育
て支援事務室☎(529)8664へ

場いずれも柴崎学習館申マークの催し（申込順）は、4月28日㈫から同館☎
（524）2773へ。そのほかは直接会場へ（先着順）▶作品展＝5月27日㈬〜
31日㈰、午前9時〜午後5時▶演芸会＝5月30日㈯午後1時〜4時▶音楽会
＝5月31日㈰午前10時〜午後4時▶喫茶コーナー＝5月30日㈯・31日㈰、午
前10時〜午後5時

催し名（実施団体） 日時 定員 講師・費用など

申書画の裏打教室（立川表
装友の会）

▷５月26日㈫午前
９時10分〜正午
▷６月１日㈪午前
９時10分〜正午

10人
両日とも午後１時〜午後４時に
活動見学可能費作品１点につ
き100円持半紙大程度の絵や書

申あなたの老いじたくは大
丈夫ですか？パート19。認
知症予防の健康体操とお話
（多摩ホスピスの会）

５月26日㈫午後２
時〜４時 20人 師介護予防指導員・安田純子さ

ん持フェイスタオル

「すわっ祭」交流ダンスパー
ティー（ダンス月曜会、ル
ネサンスダンスサークル）

５月27日㈬午後１
時〜５時 20人

師立川市ダンススポーツ連盟競
技長・田中潔さん、同連盟副会
長・北川由美子さん

申パソコン講座「エコメモ
帳」（パソコン勉強会）

５月27日㈬午後１
時30分〜３時30分 12人 費500円（資料代）

申トリム体操体験教室（立
川トリム神無月）

５月27日㈬午後１
時30分〜３時30分 10人 持バスタオル、飲み物、上履き

申第４回川柳大会（立川川
柳会・天々会）

５月27日㈬午後３
時〜４時30分 40人

すでに投句された作品の選と講
評。入選句は５月28日㈭〜６
月12日㈮柴崎学習館内に掲示し
ます師NHK学園川柳講座講師・
小金沢綏子さん、同講座編集主
幹・大木俊秀さん、川柳人協会
会長・竹本瓢太郎さん

みんなで楽しむおはなし会
（おはなしころりん）

５月30日㈯午前11
時〜 11時45分 30人

柴崎学習館まつり「第38回すわっ祭」

教室名（共催） 日時 定員 備考
申南京玉すだれ（南京玉
すだれアーチストの会）

５月16日・23日の土曜日、午後
２時〜４時 5人程度 費300円（すだれ

の替糸代）
申セルフ・カウンセリン
グ学習会（せせらぎ会）

５月21日・28日の木曜日、午前
10時〜正午 20人 持筆記用具

申親子体操（西砂ふれあ
い体操友の会） ５月29日㈮午前10時〜 11時30分 8人 対２歳6か月くら

いの子どもと親

申新舞踊（夢幻会） ６月３日・10日・17日の水曜日、
午後７時〜９時 10人 持 ゆ か た、 扇

（なくても可）

コーラス（コーラス槐） ５月30日㈯午前10時〜正午 師菅家奈津子さ
ん

パソコン体験（西砂パソ
コンサークル）

５月30日㈯・31日㈰、午前10時
〜午後４時

指圧（指圧健康友の会） ５月31日㈰午前10時〜 11時30分
押し花体験（立川押し花
アートの会） ５月31日㈰午前10時〜午後４時 費200円

場いずれも西砂学習館申マークの教室（申込順）は、4月25日㈯から同館☎
（531）0431へ。そのほかは直接会場へ。

第35回 西砂学習館まつり・体験教室


