凡例：対 対象 時 日時 場 場所 師 講師 費 費用（記載がないものは無料）入 入会金 月 月会費 定 定員 保 保育 持 持ち物 申 申し込み 問 問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ

べる
見学する・調
いろんなお仕事のぞいちゃおう！
さまざまな職業に就いている方を講
師に迎え、仕事の話や実技を通して
職業への理解を深める子ども対象講
座です。
●ハイパーレスキュー・航空隊編
東京消防庁の施設などを見学しなが
らお話を聞きます 対 小学3年〜高校
生 時 7月22日㈬午前10時〜正午 場 東

京消防庁（泉町1156-1）師 東京消防

庁職員の皆さん 定 30人（申込順）申
6月25日㈭から高松学習館☎（527）
0014へ
●薬剤師編 簡単な実習を交え、薬
剤師の仕事についてお話を聞きます
対 小学3年〜高校生 時 7月23日㈭午
前10時〜正午 場 西砂学習館 師 立川
市薬剤師会・古谷美穂子さん 定 20人
（申込順）申 6月25日㈭から西砂学習
館☎
（531）0431へ
●シュガードール職人編 デコレー
ションケーキに載っているシュガード

子ども未来センターのコミュニティプログラム
●ぼくらの学び舎～心理学 幼児
教育に心理学を取り入れた新しい

順）申 7月1日㈬までに、電話か、氏

教育方法に触れ、子どもの育て方
を一緒に考えてみましょう対 9歳以
下の子どもの保護者 時 6月28日㈰
午後2時～4時 場 子ども未来センタ
ー 師 交流分析カウンセラー・上薗
（教材代）定 10
遼介さん 費 1,000円
氏名・連絡先
人
（申込順）申 電話か、
を書いてEメールでDesign Lab.

ールでほっと♡ハート・松井さん☎
070（6668）2327 e my-peko@
wm.pdx.ne.jpへ

名・参加人数・連絡先を書いてEメ

●みんなで作ろうアロマジェル
簡単に作れるアロマジェルで日ご
ろの疲れを癒やしましょう。大人は

全身に使えるアロマジェル、子ども
は虫よけジェルを作ります。また、
t.s.d.c.・佐藤さん☎080（3733） 保冷剤を使った消臭剤も作ります
時 7月20日
（月・祝）午後2時～4時
0188 e hello.bokumana@
場 子ども未来センター 師 アロマセ
gmail.comへ
ラピスト・新井真由美さん 費 500円
●お気に入りの香りでリラックス
～アロマの香水作り 好きなアロ （材料代）定 20人（申込順）持 保冷
剤2〜3個（お持ちの方）申 電話か、
マを組み合わせて自分だけのオリ
時
氏名・参加人数・連絡先を書いてE
ジナル香 水を作ります 7月4日
㈯午後1時30分〜3時30分 場 た
メールで立川マザーズ・木村さん
ましんRISURUホール 師 アロマイ
☎090
（2247）
4188 e tachikawaンストラクター・吉田恵里子さん
mothers@docomo.ne.jpへ
費 1,200円
（材料代）定 15人（申込

ールを作る職人の仕事についてお話
を聞き、実際にシュガードールづくり
を体験します 対 小学3年〜高校生 時
7月28日㈫午前10時〜正午 場 砂川学
習館 師 シュガードール会社の皆さん

エプロン 申 6月25日㈭から砂川学習
館☎
（535）5959へ
図書館使いこなし術～小・中学生編
「上手に本を探すには」
申 いずれも6月25日㈭から中央図書

●小学生編「本のたんてい修行」 本
探しのコツを、
クイズや館内見学を交
えて学びます 対 小学4年〜6年生 時 7
月31日㈮午後1時30分〜4時 場 中央
図書館 定 10人（申込順。市内在住・在
学の方優先）

を希望する場合は各担当課にご相談ください。
日の開催は、
担当課にご相談ください。
●開催会場

主催する皆さんで市内の会場の手配や準備をお願いします。
な

お、
地域学習館などの市施設で実施する場合は使用料が無料になります。
無料ですが、内容によっては材料等の実費を負担していただく場合

があります。
日程や場所・講座内容等を開催2か月程度前に担当課と相談の

●お願い

出前講座は苦情や陳情等をお受けする場ではありません。
また営

利・宗教・政治活動等を目的とする場合は対象になりません。
くわしくは、市政情報コーナー（市役所3階）、生涯学習情報コーナー（女性
総合センター1階）、各地域学習館で配布する
「いきいきたちかわ出前講座ガイ
ドブック」
または市ホームページをご覧ください。
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財政課

内線2671

行政経営課

内線2160

行政経営課

内線2160

文書法政課

内線2150

議会事務局

内線3115

水の上で一円玉が浮いたり、動いたり
する仕組みを学びます 対 小学3年〜

6年生 時 7月25日㈯午前10時〜11時
45分 場こぶし会館 師 六中サイエンス
部の皆さん 定 20人（申込順）申 6月25

日㈭から幸図書館☎
（536）8308へ
番号

協働推進課

内線2152

監査委員事務局 内線2170
人材育成推進担
内線2146
当課
男女平等参画課 ☎
（528）
6801
情報推進課

内線3100

課税課

内線1100

収納課

内線1105

防災課

生活安全課

内線2140
内線2154

19 がんばってます、立川農業〜立川産をごひいきに！ 産業観光課

内線2154

守っていますか自転車のルール〜自転車の交
交通対策課
通事故をなくそう

内線2108

立川市役所（〒190-8666）
立川市泉町1156-9 ☎
（523）
2111
（代表） Fax
（521）
2653

22
23

25

26
27
28
29
30
31
32

内線2535

生活安全課消費
☎
（528）
6801
生活センター係

21

24

選挙管理委員会
内線1631
事務局

産業観光課

20

六中サイエンス部科学のひろば
「水のふしぎ大実験」

人も楽しめる内 容です。N H Kと共

遊びにおいでよ 児 童 館

33
34
35
36
37

館☎
（531）
0431へ
子ども支援映画会「みんなの学校」
子ども支援ネットワーク発足10周年
を記念し、子ども支援を題材に映画
会を行います 時 7月14日㈫午後1時
35分〜3時30分 場 たましんRISURU
ホール 定 50人（申込順）申 6月25日
㈭から子ども家 庭 支 援センター ☎
（528）6871へ
連絡先

番号

38

内線4500

内線2166

☎（528）6871

39
40

☎（528）6872
内線1125

マークの催しは
申込制です

富士見児童館
☎(525)9020 若葉児童館
☎（536）1400
●モビールづくりをしよう＝７月4日㈯午 お楽しみクッキング＝７月27日㈪午後
１時30分から、定員12人、有料
後3時から、小学生以上
●ビーチバレーをしよう＝７月15日㈬午 ●夏祭り実行委員会＝毎週水曜日午後3
時30分から
後４時から、小学生以上
つくって食べよう♪
「夏野菜カレー」＝ 幸児童館
☎（537）0358
７月25日㈯午前10時30分から、定員 児童館に泊まろう＝７月18日㈯午後4
16人、有料
時～19日㈰、定員30人、有料
錦児童館
☎（525）6684
氷の彫刻＝７月21日㈫午後3時から、
●たなばたかざりをつくろう＝７月１日 定員15人
㈬～6日㈪午後3時から
上砂児童館
☎（535）1557
木工作「ミニガーデンをつくろう」＝７ ●七夕にねがいごとをしよう＝７月１日
月27日㈪～29日㈬午後2時から、午後 ㈬午後3時30分から
3時30分から、定員各回7人
●作ってあそぼう＝７月８日㈬午後3時
羽衣児童館
☎(526)2336
30分から
児童館にとまろう＝７月24日㈮午前
●子ども会議＝７月４日㈯午後1時30分
10時～25日㈯午前9時、定員40人、小
から、小学生以上
●ドッジボール＝７月15日㈬午後3時か 学生
ら、小学生以上
西砂児童館
☎（531）0433
高松児童館
☎（528）2925 ●工作の日＝７月14日㈫午後3時30分
第2回卓球大会＝７月18日㈯午後１時 から、小学生以上
30分から、定員20人
●おばけやしき＝７月26日㈰午前10時
児童館にとまろう＝７月24日㈮午後2 30分から
時～25日㈯午前10時、定員30人、有 ●バスケ大会＝７月29日㈬午後3時30
料、小学2年～6年生
分から、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。

風の吹くまま、
おもむくままに、
風にのっ

内線2154

アノマロカリス（学名：ア
ノマロカリス・カナデンシ
ス）ロイヤル・オンタリオ
博物館蔵
Courtesy of the Royal
Ontario Museum and
Parks Canada. Photo:
J.B. CaronⒸROM.

動物の進化の道のりをたどります。大

西砂こども観劇会「風の一座」

講座名
担当課
文化芸術のまちづくり〜市民とともに進める
地域文化課
文化芸術のまち立川
観光立川の魅力〜都市型観光都市
「立川」ブラ
産業観光課
ンド構築に向けて
立川の魅力を発信してみませんか～シティプ
広報課
ロモーションを考えよう
文化財保護と立川の文化財〜文化財はどのよ 生涯学習推進セ
うに守られているかご存知ですか？
ンター
夢育て・たちかわ子ども21プランと子ども支
援〜子どもたちの笑顔があふれ、歓声が聞こ 子育て推進課
えるまちに…
子育て中の保護者のみなさん、ぜひご利用く
子ども家庭支援
ださい〜途切れ・すき間のない子ども支援を
センター
めざして
地域の中で
「子育て支援」〜地域における子育
保育課
て支援と保育園の役割
親子で絵本を楽しもう〜絵本の紹介と読み聞
図書館
かせのアドバイス
読み聞かせ入門〜わが子のクラスで絵本を
図書館
放課後居場所づくり事業〜地域の力で、子ど
子ども育成課
もたちに居場所を！
子 ど も・ 若 者 の 自 立 支 援 に つ い て 〜 ネ ッ ト
子ども育成課
ワークを活用した自立支援の取り組み
健康保険制度について〜わかりやすい国保・
保険年金課
後期高齢者医療制度
高齢者が住み慣れた地域で生活を続けるために
高齢福祉課
みんなで支え合う〜よくわかる高齢者サービス
新しい総合事業について～何が変わるの？要支
高齢福祉課
援認定者の訪問サービス・通所サービス
よくわかる介護保険～サービス利用と費用負
介護保険課
担の仕組み
自分で、仲間で、地域で取り組もう健康づく
健康推進課
り！～健康づくり教室と健康事業のご案内
地域福祉を考える〜ふれあいと支え合いによ
福祉総務課
る地域づくり

と保護者100人、一般80人（申込順）
申 6月25日㈭から生涯学習推進セン
ター☎
（528）6872へ

せ き つ い

41
42

講座名
私たちの身近な環境問題について〜地球にい
いこと、考えよう！
ごみをつくらないライフスタイルに転換しよ
う～目指せ！２Ｒ
（発生抑制、再使用）を意識
した行動
清掃工場ってどんなところ〜燃えるごみはど
うなるの？
下水道のはなし〜水環境と下水道の役割
立川市都市計画マスタープラン〜まちづくり
のための計画を学びませんか？

43 地区計画とは〜みんなで考えるまちづくり

担当課

連絡先

環境対策課

内線2104

ごみ対策課

内線6756

清掃事務所

☎（536）2921

下水道管理課

内線2100

都市計画課

内線2118

都市計画課

内線2118

景観からのまちづくり〜あなたのまちから始
都市計画課
44
めませんか？

内線2118

人にやさしい道路づくり〜道路を作る・使う・
道路課
管理する

内線2120

45

内線1115
☎（528）6800

46 立川の「みどり」〜「みどり豊かな立川」をめざして！ 公園緑地課

内線2106

47 児童生徒の健康と安全〜学校保健安全法ってなに？ 学務課

内線2136

☎（528）6800

市立小・中学校の教育施策について〜学校・
指導課
48
家庭・地域で進める教育

内線2134

内線1110

給食からの食育〜食のちからは子どものちから
49 〜うまくてやすい、バランスの取れた献立作り 学校給食課
に挑戦

☎（529）3511

内線1390

50

親と子の心に寄り添う
「教育相談」〜相談から
教育支援課
見えてくるもの

内線4032

内線1145

51

楽しい広報紙の作り方〜レイアウトから文
広報課
章、写真まで

内線2166

内線1145

52

スポーツしてますか？〜立川のスポーツ施設
スポーツ振興課 ☎（529）8515
とスポーツ施策

53

図書館の上手な利用の仕方〜知っていると便
図書館
利な図書館のいろいろなサービス

☎（527）3272

54

講座の企画立案方法〜講座を企画してみませ 生涯学習推進セ
☎（528）6872
んか？
ンター

内線1150

55

生涯学習からはじまるまちづくり〜いきいき 生涯学習推進セ
☎（528）6872
とした学び、広げませんか？
ンター

内線1110

内線1140

生涯学習

上、
お申し込みください。

連絡先
内線2158

（527）0015へ

午後4時〜5時40分 場 女性総合セン
ター 師 国立科学博物館名誉研究員・
冨田幸光さん 定 小学生以上の子ども

から人類に至る過程における
「いくつ
かの重要な出来事」をひもとき、脊 椎

塩と食塩水の重さを量って違いを調
てやってきた風の一座の三人組。
「劇
べるなど、一人ひとりが実験を行い、 団風の子 」
の劇 時
身近な塩について学びます 対 小学4
7月21日㈫午前10
時 〜 1 1 時ご ろ 場
年〜6年生 時 7月26日㈰午後2時〜3
場
師
西砂学習館 定 72人
時30分 高松学習館 財団法人塩
事業センター・菊池朱さん 定 20人（申 （申込順）申 6月25
日㈭から西砂学習
込順）申 6月25日㈭から高松図書館☎

保険・福祉

●申込方法

市民生活

●費用

（映画・劇）
観る

教育

平日の午前10時〜午後９時の間で90分以内。土曜・日曜日、祝

国立科学博物館（上野公園）で7月7
日㈫〜10月4日㈰に開催される同展
についての解説を聞きます。生命誕生

まちづくり

明・解説を行います。なお、
テーマ以外の講座

前9時〜午後4時30分 場 歴史民俗資
料館、川越道緑地古民家園 問 歴史民
俗資料館☎(525)0860

環境・衛生

右表の各テーマについて説

8 協働によるまちづくり
監査って何だろう？〜何でだろうが監査の始
9
まり
立川市のコンプライアンス推進に向けた取り
10
組み
立川市の男女平等参画について〜第６次男女
11
平等参画推進計画について
マイナンバー制度の概要～マイナンバーを安
12
心して正しく使うために
13 市税講座〜わかりやすい税金の基礎知識
納税が支える私たちの暮らしと活力あふれるまち
14
立川〜もし、期限までに納められないときには…
これからの防災対策について〜その日のため
15
に！地域でとり組む防災まちづくり
ひとりで悩まず、まず電話！〜消費者被害の
16
事例と対応策について
地域安全マップ作製講座〜地域で担う子ども
17
の安全対策
元気が出る産業振興の話〜今、たちかわの産
18
業がおもしろい

担当課
企画政策課

みんなで理科実験！お塩の正体を
さぐろう

子育て・子ども支援

るおおむね10人以上の団体・グループ。

「特別展 生命大躍進」関連文化講
演会（ジュニア向け）

場 錦学習館 師 生涯学習市民リーダ
少年とドラゴンの友情を描いたアニ
ー・大根田和美さん 定 20人（申込順） メ映画。直接会場へ 時 7月17日㈮午
申 6月25日㈭から錦学習館☎
（527） 後2時30分から 場 錦学習館 定 200人
（527）6743
（先着順）問 錦学習館☎
6743へ

文化・観光

7 選挙のしくみ〜よりよい社会づくりの第一歩

市内在住・在勤・在学の方で構成す

●開催日時

講座名
１ 総合計画について〜総合計画の概要
知りたい！聞きたい！
「市の財政」〜ともに考
２
えよう立川市の財政
立川市の行財政改革を知る〜これまでの取り
３
組み、そしてこれから！！
どうして公共施設は古いのか？～公共施設老
4
朽化問題とその取り組み
5 「情報公開」って何？〜制度の利用のしかた
6 市議会のしくみと活動〜市民の暮らしと市議会

番号

かにする学習の機会としてご利用ください。

●講座の内容

親子自然観察会
「作った望遠鏡で星空をみよう！」

その場で星空を観察
●中学生編「あなたも1日図書館員」 望遠鏡を作り、
します 対 市内在住の小学生と保護者
図書館の仕組みや普段みることの
時 7月30日㈭午後6時30分〜8時30
できない裏側など、実習を交えて学び
分 場 砂川学習館 師 星のソムリエ・村上
ます 対 中学生 時 7月30日㈭午前9時
（材料代）定 15組
将之さん 費 1,890円
〜午後3時 場 中央図書館 定 4人（申込
持
三脚
（お持ちの
順。市内在住・在学の方優先）
（申込順） 筆記用具、
申 6月25
方）
国立国語研究所出前授業
日㈭から砂
「めざせ、ことば博士！みんなの方
川学習館☎
言を調べてみよう」
（535）595
研究者と一緒に身の回りの方言を探
9へ
します。また、国語辞典を使ってこと
（三脚は含まれません）
ばの面白さを学びます 対 小学3年〜
竹とんぼを作って飛ばそう！
6年生 時 7月31日㈮午後2時〜3時30
ほかにも簡単な工作をします。安全
分 場 西砂学習館 師 国立国語研究所准
教授・柏野和佳子さん、朝日祥之さん
な道具の使い方も学びます 対 小学生
定 30人
（申込順）申 6月25日㈭から西 （小学2年生以下はなるべく保護者
砂図書館☎
（531）0432へ
同伴）時 7月21日㈫午前10時〜正午

市職員を派遣し、市の仕事について説明・解説を行う制度です。地域生活を豊
●対象

験する
工作する・実

催。来場者には無料招待券を1人1枚
進呈 対 小学生以上の方 時 7月22日㈬

（講演会）
聴く

願いごとを短冊に書いて、七夕の笹に
飾りましょう。直接会場へ 時 6月30日
㈫〜7月7日㈫〔7月6日㈪を除く〕、午

にしきこども映画会「ヒックとドラゴン」

館☎
（528）6800へ

市政運営

「いきいきたちかわ出前講座」は、市民の皆さんが行う自主的な学習会等に

夏休みに向けた
楽しい企画がいっぱい!
自由研究にもどうぞ。

費 500円(材料代) 定 15人(申込順) 持

いきいきたちかわ
出前講座のご利用を
問 生涯学習推進センター☎
（528）
6872

子ども・子育て

七夕の飾り付けをしましょう

平成27年（2015年）6月25日

☎（528）6800
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