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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（記載がないものは午前8時30分から受け付け）

催し

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）

子ども・子育て

地域ものづくり力発見〜夏休み
親子工場見学会

各種ネームプレートの製作を中心
に、板金加工から一部組立まで、最新
鋭機器と独自の製作技術を持った工
場で、最新のものづくりを見学します。
親子で工作の体験も対市内在住の小
学生と保護者時8月19日㈬▷午前の
部=午前10時〜11時30分▷午後の部
=午後1時30分〜3時場市内工場（上
砂町5−64−3）定各10組20人（申込
順）申7月27日㈪午前9時30分から立
川商工会議所☎(527)2700へ

夏休み調べ学習企画「立川のこ
とを知ろう! 」

立川の歴
史や今を
楽しく学
びます 対
主に小学
3年〜6年生時▷立川のむかしむかし
=8月4日㈫▷ここが大好き！立川探
し=8月20日㈭、いずれも午前10時〜
11時場市役所3階市政情報コーナー
師市職員定各10人（申込順）申文書
法政課情報公開係☎(528)4383へ

キッズ伝統芸能体験「1-DAY
いろいろ体験 ! 」

日本舞踊、箏、三味線など、日本のい
ろいろな芸能を体感できます。直接
会場へ時8月25日㈫▷楽器体験等=
午後2時〜3時▷鑑賞体験・発表会=
午後3時〜4時場たましんRISURU
ホール問立川市地域文化振興財団☎

（526）1312

自分で作ろう☆楽しいランチ
高校生と一緒にランチ作りに挑戦し
ませんか。夏休みの締めくくり、自由
研究にもどうぞ対小学3年生〜中学
3年生時8月26日㈬午前10時30分〜
午後1時30分場高松学習館師立川女
子高等学校教諭とクッキング部の皆
さん費400円（材料代）定16人（申込
順）持エプロン、バンダナ、タオル申
7月25日㈯から高松学習館☎（527）
0014へ

中学校の給食を食べてみませ
んか?

小学6年生の夏に親子で一緒にお弁
当形式の中学校の給食を体験します。
アレルギー食の対応はしていません
対市内在住の小学6年生と保護者時
8月26日㈬午後0時30分〜1時30分
場学校給食共同調理場師中学校担
当栄養士費1組574円(昼食代)定30
組60人（申込順）持箸、フォーク、飲み
物申7月30日㈭までに学校給食課☎
(529)3511へ

キッズドリー ム チャレンジ
2015 職業体験発表会

小学4年〜6年生の子どもたちの手
によるフットサル大会を開催。審判
や看板デザイナー、カメラマンなどの
職業体験をした子どもたちが大会の
運営をします。当日は、小学校低学年
のフットサルチームも出場。くわしく
は立川青年会議所ホームページHP

http://www.tachikawajc.or.jpを
ご覧ください。直接会場へ時8月7日
㈮午後2時〜5時場泉市民体育館問
立川青年会議所☎（527）1001、市子
育て推進課・内線1340

元禄時代の光と影 
さまざまなイメージで語られるこの
時代を、特に政治的側面から学びま
す時 8月31日、9月14日・21日・28
日、10月12日の月曜日、午後2時〜4
時（全5回）場女性総合センター師多
摩大学教授・大森映子さん費2,500円

（受講料）定30人（申込順）保若干名
（1歳〜学齢前）申7月27日㈪から生
涯学習推進センター☎（528）6872へ

立川の民具の特徴〜修理・活用
方法 

歴史民俗資料館の民具が学校等で活
用されることを目指し、修理をします。
また、修理をしながら民具の特徴につ
いて説明を聞きます時9月6日㈰・15
日㈫、10月20日㈫、午前9時30分〜
11時30分（全3回）場歴史民俗資料
館師立川民俗の会・豊泉喜一さんほ
か定10人（申込順）申7月25日㈯から
歴史民俗資料館☎（525）0860へ

市民リーダー☆みんなの講座　
正しい歩行は最高の身体調整法

生涯学習市民リーダーの会が企画・
運営。正しい姿勢・歩行を学ぶことに
よって自分の身体を自分自身で調整
できます時9月29日㈫午前10時〜正
午 場 女性総合センター 師中国整体
師・松島眞一さん費300円（受講料）
定20人（申込順）持動きやすい服装、
タオル、飲み物申7月27日㈪から生涯
学習推進センター☎（528）6872へ

消費生活講座「布ぞうりを作り
ましょう」

時8月17日㈪午後1時〜4時、8月18
日㈫午前9時〜正午（全2回）場女性
総合センター師グループ・ベターライ
フの皆さん費500円（材料代）定20人

戦後70周年〜資料が語る、戦
争とその暮らし

歴史民俗
資料館に
収蔵して
いる戦争
関係資料
を 展 示・
紹介しま
す。直接会場へ時8月1日㈯〜30日㈰、
午前9時〜午後9時(10日・24日の月
曜日を除く)場柴崎学習館問歴史民
俗資料館☎（525）0860

立川まんがぱーく大市に行こ
う!

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、お楽しみが盛りだくさん。
夏限定のミニプールもあります。広場
で遊び疲れたら「立川まんがぱーく」
でひと休み。家族みんなで楽しく充実
した一日を過ごすことができます。直
接会場へ。フリーマーケットの出店申
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

パソコン講座
番号 タイトル 対象 日時 費用

① ワード文書作成講座 文字入力可能な方
９月２日㈬〜４日㈮
午前10時〜正午（全３回）

各500円
(テキスト代)

② ゼロからのパソコン
文字入力講座

パソコン操作
が初めての方

９月１日㈫〜４日㈮
午後１時30分〜３時30分
（全４回）

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
●ぶんぶんゴマを作ろう＝8月13日㈭午

前10時30分から、小学生以上、先着
10人
つくって食べよう♪「焼きビーフン」＝8
月18日㈫午前11時から、小学生以上、
定員15人、有料

●ドキドキPK大会＝8月27日㈭午後4時
から、小学生以上
錦児童館	 ☎（525）6684
●錦科学教室〜描いて!戦え!マイキャラ
バトル＝8月19日㈬午後1時から、幼児
と保護者、小・中学生、先着70人
水道キャラバン「お水の秘密を体験し
よう」＝8月26日㈬午前11時から、子
育てひろば利用の乳幼児と保護者、定
員20組
錦vs羽衣卓球大会＝8月27日㈭午前
10時から、小学生以上、各館15人
羽衣児童館	 ☎(526)2336
●夏休みシアター＝8月12日㈬・13日㈭

午後2時から
はごろも夏まつり＝8月29日㈯午後2
時から、定員200人、有料
高松児童館	 ☎（528）2925
●ヤン〜シルフェスタ2015＝8月20日

㈭午後1時30分から、21日㈮午後2時
から、有料
●ウォーターバトル2015＝8月25日㈫

午後3時から、小学生以上

若葉児童館	 ☎（536）1400
●お楽しみシネマ＝8月4日㈫・10日㈪・

18日㈫午前10時から
●夏まつり＝8月26日㈬午後1時30分か

ら、有料
ウォーターバトル＝8月31日㈪午後1
時30分から、小学生以上、定員30人

幸児童館	 ☎（537）0358
デイキャンプ＝8月5日㈬午前8時30分
から、小学生以上、定員20人、有料
●宿題応援週間＝8月17日㈪〜23日㈰
●ちっちゃなプール＝8月1日㈯・8日㈯・

22日㈯・29日㈯午前10時30分から、
未就学児と保護者

上砂児童館	 ☎（535）1557
イラストをかこう＝8月2日㈰午後3時
から、小・中学生、定員10人
●てあとるかみすな＝8月12日㈬午後3

時から
●児童館・図書館夏まつり＝8月29日㈯

午後1時から、有料

西砂児童館	 ☎（531）0433
フリースペース＝8月1日㈯午前10時
から、小・中学生以上、定員10人、有料
工作の日＝8月10日㈪午後3時から、
小学生、定員10人

●夏休み宿題サーキット＝8月24日㈪〜
30日㈰午前10時から、小学生

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。

ジHPhttp://t-mirai.com/をご覧く
ださい時8月2日㈰・16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

第24回たちかわ真夏の夜の演
劇祭

時▷稲城
ふるさと
劇団「おぉ!
H A P P Y 
DAY!」=
8月2日㈰
午 後 3 時
開演▷カジキタドリーム「ミュージ
カル・レヴュー『星の夜の夢』」=①
8月8日㈯午後5時開演②8月9日㈰
正午・午後3時30分開演▷特別企
画 舞香「神々の謡〜知里幸恵の生
涯」=8月16日㈰午後3時開演▷劇団
PASSKEY×お芝居空間イスモナティ

「茨の森の眠り姫」=①8月22日㈯
午後6時30分開演②8月23日㈰午後
1時30分・午後5時開演▷中高年パ
フォーマンスグループたっきぃ「ロゥ
リー&たっきぃレビュー」=8月28日
㈮午後7時開演▷パッションミュー
ジカル「Stepping Out〜明日にふみ
だせ〜」=8月30日㈰午後3時・午後6
時30分開演。いずれも開場は30分前
場たましんRISURUホール費各公演
2,000円（「神々の謡」は無料、要予約）。
チケット半券の提示で他の作品が2
回まで500円で観劇できます申たち
かわ演劇祭実行委員会・立川市地域
文化振興財団☎（526）1312へ

猫の譲渡相談会
直接会場へ時8月5日㈬午後1時〜3
時場市役所1階多目的プラザ問環境
対策課環境推進係・内線2243

子ども未来センターコミュニティ
プログラム「かっぱの寺子屋」

学習塾等に通っていないお子さんを
対象とした課外学習教室を開講しま
す対小学1年〜6年生時7月29日㈬
〜8月5日㈬〔8月2日㈰を除く〕▷午前
クラス=午前10時30分〜午後0時20
分▷午後クラス=午後3時〜4時50分

〔8月5日㈬は午後クラスのみ〕場子
ども未来センター費各回500円（教
材費）定各20人（抽選）申電話か、氏
名、参加人数、学年、連絡先、希望する
日程とクラスを書いてEメールで子ど
もの未来を考える会・羽鳥さん☎080

（3390）3962 e kosodate_shien@
zb3.so-net.ne.jpへ

キッズ自転車スクール in 子ど
も未来センター

立川市を
活動拠点
とする地
域密着型
サ イクリ
ングチーム・東京ヴェントスによる自
転車教室。交通ルールと安全な乗り
方をレクリエーション形式で学びま
す対小学3年生以下で補助輪なしで
自転車に乗れる子ども時8月29日㈯
午前10時〜11時30分〔雨天中止〕場
子ども未来センター費300円（保険
料）定20人（申込順）持自転車、ヘル
メット申東京ヴェントス事務所二

に

戸
と

さん☎070（5457）0311へ問市地域
文化課・内線4502

親子調理教室
土鍋ごはんと魚のおかず、味噌汁、プ
リンを作ります対小学生と保護者時

内容 開催日 時間 内容・対象・費用・定員など
陶芸教室 ８月の毎週土曜日 午後１時〜５時 費子ども500円、大人1,000円（材料代）定各20人
ものづくりワークショップ「廃材を利
用したアクセサリー作り」 ８月１日・22日・29日の土曜日 午後１時〜５時 費500円（材料代）定各10人

たまみらでカラオケを楽しもう! ８月５日・19日・26日の水曜日 午前10時〜午後５時 対3人以上のグループ費1,000円（2時間1部屋、延長1時間500円）

ミニトマの木の子育てひろば ８月の毎週金曜日と９日・23日
の日曜日 午前11時〜午後３時 対乳幼児と保護者

十文字自彊術 ８月７日・21日・28日の金曜日 午後１時30分〜３時 全3回費2,000円（受講料）定10人〔申込順、8月6日㈭までに〕
読み聞かせおはなし会 ８月７日㈮ 午後１時〜１時30分
宿題・工作お手伝い ８月７日㈮〜16日㈰ 午前10時〜午後４時
ふれあいサークル「軽体操・脳ト

レゲーム」 ８月８日㈯ 午後１時30分〜３時30分 対高齢の方費50円（お菓子代）定20人〔申込順、前日までに〕

親子で減災セミナー ８月８日㈯ 午前10時〜11時30分 対子どもと保護者定15組〔申込順、前日までに〕

ものづくり体験学習 ８月８日㈯・15日㈯ 午後１時〜５時 廃材を使って「貝の時計」を作ります費500円（材料代）定各10人〔申込順、
前日までに〕

ミニ四駆サーキットの開放 ８月９日㈰〜16日㈰ 午前10時〜午後４時
人形劇 ８月10日㈪ 午前10時〜10時15分

染物教室 ８月10日㈪ 午前10時30分〜午後０時30分 自分だけのハンカチを作ります費100円（材料代）定10人〔申込順、前日ま
でに〕

絵日記を描こう ８月11日㈫ 午後１時〜３時 定10人〔申込順、前日までに〕
竹細工作り ８月11日㈫ 午後１時〜３時 定10人〔申込順、8月7日㈮までに〕
自然木の実工作 ８月12日㈬・13日㈭ 午前10時〜午後３時 定各20人〔申込順、8月5日㈬までに〕
親子カラオケ大会 ８月13日㈭・14日㈮ 午前10時〜午後５時 対子どもと保護者

多摩川源流体験 ８月14日㈮ 午前７時15分〜午後５時 山梨県小菅村へ行きます費4,000円（バス代）定40人〔申込順、8月6日㈭ま
でに〕

夜の昆虫観察会 ８月15日㈯ 午後６時〜９時30分 費100円（保険料ほか）定20人〔申込順、8月8日㈯までに〕
たまみら朝市 ８月16日㈰ 午前10時〜正午 野菜・パンの販売、フリーマーケット（売り切れ次第終了）
昔の食べ物くらし体験 ８月16日㈰ 午後１時〜３時 費50円（材料代）定20人〔申込順、前日までに〕
プラモデルづくり教室 ８月23日㈰ 午前９時30分〜午後３時30分 対小学2年生以上定10人〔申込順、8月16日㈰までに〕
おはなしたまご「おはなし会」 ８月23日㈰ 午後１時〜２時

8月1日㈯からリニューアルオープン。子どもから大人まで多くの方が楽しめる催しをたくさん実施しま
す。8月7日㈮〜16日㈰はたまみら夏休み特集を実施場たまがわ・みらいパーク（旧多摩川小） マー
クの催しは8月1日㈯から電話またはファクスで☎・Fax(848)4657へ。その他の催しは直接会場へ。たまがわ・みらいパークの催し

（申込順）保5人程度（1歳〜学齢前）
持5cm×約1m程度に裂いたゆかた
やシーツなどの木綿の布30枚、はさ
み、かぎ針(8〜10号)。服装はズボン
着用申7月27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

そういうことか ! 日本の古典シ
リーズ〜今、甦る「方丈記」

市民企画活動事業。「方丈記」を通し
て、人の世に常にあり続ける生きる不
安やおそれにどう対処していけばい
いのか、「今日を生きる力」を考えます。
企画・運営は四季の会時9月12日、10
月10日の土曜日、午後1時30分〜4
時（全2回）場女性総合センター師日
本古典文学研究家・山崎省次さん定
190人（申込順）保10人程度（1歳〜
学齢前）申7月27日㈪から男女平等
参画課☎（528）6801へ

パソコン講座
Windows7を使用、パソコンは貸し
出します。日程・内容は下表の通り場
柴崎学習館師生涯学習市民リーダー
の皆さん保若干名（1歳〜学齢前）定
各13人（抽選）申8月18日㈫〔必着〕
までに、往復はがきに希望講座名、住
所、氏名、年齢、電話番号、保育希望
の有無、返信用宛先を書いて、柴崎学
習館〔〒190−0023柴崎町2−15−8〕☎

（524）2773へ

8月5日㈬午前10時〜午後1時場学校
給食共同調理場師小学校担当栄養
士費1組500円（材料代）定20組（申
込順）持エプロン、三角巾、タオル、上
履き申7月27日㈪から学校給食課☎

（529）3511へ

ノーバディーズ・パーフェクト子育
て講座「完璧な親なんていない ! 」

子育て中の母親同士で、子育ての悩
み・関心のあることを話し合いながら、
自分に合った子育ての仕方を学ぶ、カ
ナダ生まれの親支援プログラムです。
はじめから一人前の親なんていませ
ん。一人で悩まず、交流を楽しみなが
ら、子育ての時期を楽しく過ごすヒン
トを一緒に見つけてみませんか対1
歳〜3歳の子どもの母親（第1子の方
優先）時9月4日〜10月16日の毎週金
曜日、午前10時〜正午（全7回）場子
ども未来センター定12人（抽選）保若
干名（1歳〜学齢前）費500円（茶菓子
代）申8月14日㈮午後5時までに子ど
も家庭支援センター☎（528）6871へ

〔日曜日を除く〕

 リ ニ ュ ー ア ル オ ー プ ン !

夏
休
み
特
集
期
間

鉄かぶと、背のう、飯ごう、毛布

劇団「パッションミュージカル」

▶会場＝ルミネ立川	屋上庭園コトリエ（あおぞらガーデン会場内）

8月1日㈯・2日㈰	
かみの縁日午後4時〜6時30分

▶会場＝子ども未来センター

8月8日㈯	
きもだめしDAY	午後3時20分〜8時30分

8月9日㈰	
プログラムまつり 午前9時〜午後3時

申込方法など、くわしくは子ども未来センターホームページHPhttp://t-mirai.
com/をご覧ください問市民活動コーディネーター・落合さん☎080（5402）
4423 e c-program@t-mirai.com/

子ども未来センターを拠点に活動している
市民団体によるお祭りを開催。ルミネ立川で
開催される「あおぞらガーデン」との連携イ
ベントです。子どもから大人まで楽しめるプ
ログラムが集まる4日間を、お楽しみに。
※一部費用がかかるプログラムもあります

さまざまな色や手ざわりの紙
の端材を使ったものづくりを
楽しめます。

センターがまるごとおばけ屋
敷に。

流しそうめんやヨーヨー釣り
など夏ならではのプログラム
がいっぱい。

8月1日㈯・2日㈰
8日㈯・9日㈰

外国人をサポートする皆さんの
ための防災セミナー

立川市災害ボランティアネットと市の
共催。東日本大震災時に外国人支援
に携わった講師から外国人をサポー
トする方法を学びます時9月5日㈯午
後1時30分〜4時30分場子ども未来
センター師多文化共生マネージャー
全国協議会事務局長・時光さん定30
人（申込順）申7月25日㈯から高松学
習館☎（527）0014へ問協働推進課・
内線2632


