
10平成27年（2015年）8月25日

問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ

催し

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9月6日
㈰・30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

写真展「立川駅前の変遷」
学芸員実習生による写真展。直接会
場へ時9月12日㈯〜10月12日（月・
祝）、午前9時〜午後4時30分〔9月14
日・28日、10月5日の月曜日と9月24
日㈭は休館〕場歴史民俗資料館問歴
史民俗資料館☎（525）0860

ふれあいミュージックフェス
ティバル2015

障害のある方や小さなお子さんも一
緒に楽しめるコンサート。国立音楽大
学の皆さんによる華麗なブラスサウ
ンドの世界をお届けします時9月27
日㈰午後2時開演場国立音楽大学講
堂(柏町5−5−1)申電話か、住所、氏
名、電話番号、希望枚数、車椅子利用
の有無を書いて、ファクス、Eメールで
市民活動センターたちかわ☎（529）
8323Fax（529）8714 e aiaivc@whi.
m-net.ne.jpへ

土曜ファミリー劇場「にんぎょ
うげき」

人形劇団「コッコ座」による人形劇「三
枚のお札」「アヒルの誕生日」など。直
接会場へ時9月12日㈯午前11時〜
11時45分場柴崎学習館定100人（先
着順）問柴崎学習館☎（524）2773

商店街食べ飲み歩きエンター
テイメント〜第3回立川バル街

立川駅北口の人気飲食店36店舗の
中から気になるお店を食べ飲み歩く 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
●おてがみをかわいく折ろう!＝9月9日

㈬午後4時から、小学生以上、先着10
人
つくって食べよう♪「シュワシュワフ
ルーツポンチ」＝9月16日㈬午後4時か
ら、小学生以上、定員20人、有料
●バドミントンNo.1決定戦＝9月26日㈯

午後3時から、小学生以上
錦児童館	 ☎（525）6684
木工作「アルミ版レリーフ」＝9月16日
㈬〜18日㈮午後3時から、小学生以
上、定員各60人、有料
星空教室＝9月19日㈯午後6時から

羽衣児童館	 ☎(526)2336
●敬老の日工作＝9月17日㈭・20日㈰午

後1時から
●マンカラGP＝9月28日㈪午後3時30

分から、小学生以上
高松児童館	 ☎（528）2925
●平成27年度第3回卓球大会＝9月19

日㈯午後2時から、小学生以上
遠足「コニカミノルタサイエンスドー
ム」＝9月26日㈯午前9時から、小学
生、定員25人、有料

若葉児童館	 ☎（536）1400
●段ボールアート＝9月2日㈬〜9日㈬午

後3時30分から
●防災訓練＝9月11日㈮午後3時30分か

ら
幸児童館	 ☎（537）0358
●カードゲーム大会＝9月5日㈯午後2時

から
●おばけやしき＝9月12日㈯・13㈰午前

10時から
上砂児童館	 ☎（535）1557
●ラケットテニスをしよう＝9月7日㈪午

後3時から、先着20人
●てあとるかみすな＝9月9日㈬午後3時

30分から
●マンカラ大会＝9月16日㈬午後3時30

分から、先着20人
西砂児童館	 ☎（531）0433
フリースペース＝9月5日㈯午前10時
から、小・中学生、定員10人、有料
児童館に泊まろう!＝9月20日㈰午後5
時〜21日㈪午前9時、小学2年生〜中
学生、定員20人、有料
クッキング＝9月25日㈮午後4時から、
定員10人、有料

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。

イベント。各店が自慢のおつまみ1品
とドリンク1杯を用意しています。参
加者は、地図を片手に気になるお店
4店を回ります。チケットは当日使い
切れなくても「後バル」期間中に金券
として使用できます。お店ごとのスペ
シャルイベントも。立川バル街実行委
員会主催時9月6日㈰〜8日㈫、午後5
時から〔「後バル」=9月9日㈬〜11日
㈮〕場伊勢丹立川店2階正面入口（受
け付け）、商店街加盟の飲食店費前売
り3,000円、当日3,200円（チケット代。
くわしくはホームページをご覧くだ
さい）問立川バル街事務局☎（525）
3222HPhttp://tachikawa-bar.com、
市産業観光課商工振興係・内線2644

たちかわまちの案内人が案内
する立川の魅力的なお店紹介

立川バル街の魅力的な飲食店を案内
します時9月7日㈪午後5時から場立
川ビジネスセンタービル（曙町2−38
−5）入口正面集合費3,500円（保険代、
チケット代）定5人（申込順）申立川観
光協会☎（527）2700〔前売券を購入
するため、キャンセルはご遠慮くださ
い〕

立川市役所ロビーコンサート
多摩フレッシュ音楽コンサート最優
秀賞・前川健生さんによる声楽演奏

（テノール）。曲は「誰も寝てはなら
ぬ」ほか。直接会場へ時9月9日㈬午
後0時20分〜0時50分場市役所1階
多目的プラザ問地域文化振興財団☎

（526）1312

砂川学習館まつり
いずれも直接会場へ場砂川学習館問
砂川学習館☎（535）5959
●サークル発表会　演奏や踊りを発
表。観覧自由時9月12日㈯・13日㈰、
午後1時〜4時
●みんなの作品展　作品を展示。有
料頒布あり時9月12日㈯・13日㈰、午
前9時〜午後5時（13日は午後4時ま
で）

●包丁研ぎ実演コーナー　時9月12
日㈯・13日㈰、午前10時から費1本
500円から(大きさ・種類により異なり
ます)定各日25人（先着順）
●フォークダンス交流会　時9月19
日㈯午前10時〜正午
●ダンス交流会　時9月19日㈯午後
6時30分〜9時

幼稚園子育て教育フェア
催しや体験を通して幼児教育を紹介。
入園を考えている方、幼稚園に通って
いない方なども親子でどうぞ。立川市
私立幼稚園協会が主催。直接会場へ
時9月12日㈯午前10時〜午後3時場
サンサンロード（曙町）問保育課・内
線1322

まんがぱーく大市へ行こう!
大道芸などのステージショー、夏限定
のミニプール、大好評のキッチンカー、
とれたて立川産野菜の販売など、楽し
い企画やお店が盛りだくさん。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。直接会場へ時9月6
日・20日の日曜日、午前9時〜午後3
時（小雨決行）場子ども未来センター
問同センター☎（529）8682

ファーレぴかぴかアート
ファーレ立川の芸
術を楽しみながら、
作品の清掃とワー
クショップを行い
ます対小学生以上

（ 小 学 生は保 護 者
同 伴 ）時 9 月1 3日
㈰午前10時から（午前と午後の両方
に参加する方には昼食付き。雨天時
はワークショップのみで午後2時か
ら）女性総合センター第2学習室集合
場ファーレ立川周辺師ファーレ立川
アート作家・白川昌生さん定30人（申

子ども未来センターのコミュニティプログラム
bokumana@gmail.com
●バナナウンチで元気な子　腸に良
い食べ物の話を聞き、簡単な体操を
します対 小学3年生までの子どもと
親 時 8月29日㈯午後2時〜3時30分
場子ども未来センター費300円（資料
代、お茶代）定 20人（申込順）申 電話
か、氏名、参加人数、連絡先を書いて
Eメールでほっと♡ハート・松井さん
☎070（6668）2327 e my-peko@
wm.pdx.ne.jpへ
●こまっちゃんのおいしい読書会　
事前に『鹿男あをによし』を読み、感
想をシェアしましょう時8月29日㈯午
後2時〜4時場子ども未来センター費
500円（菓子代）定6人（申込順）持『鹿
男あをによし』（万城目学著）、飲み物
申氏名、参加人数、連絡先を書いてE
メールでアクティベーターズ・小松さ
ん e 2015bookmen@gmail.comへ
問協働事務室☎（529）8682

●パパノセナカ〜男対話　飲み物を
片手に軽食をつまみながら、子育てに
ついてざっくばらんに語り合いませ
んか対20歳以上の男性の方時8月27
日㈭午後7時15分〜9時15分場たま
しんRISURUホール費 2,000円（参
加費、飲食代）定24人（申込順）申電
話か、氏名、年齢、参加人数、連絡先を
書いてEメールでパパトーク@たちか
わ・朝倉さん☎080（3279）9152 e

a.s.a.bonneville@gmail.comへ
●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教育
法に触れ、子どもの育て方を一緒に
考えてみませんか対0歳〜9歳の子ど
もの保護者 時 8月29日㈯午後2時〜
4時場子ども未来センター費1,000円

（教材代）定10人（申込順）持筆記用
具 申 電話か、氏名、連絡先を書いて
EメールでDesign Lab. t.s.d.c.・佐
藤さん☎080（3733）0188 e hello.

込順）申「ファーレぴかぴかアート参
加希望」と住所、氏名、電話番号を書
いてファクスで、ファーレ倶楽部事務
局・平野さんFax042（386）4877へ問
市地域文化課・内線4501

果実の品評会と直売会
ナシやブルーベリーなど農家自慢の
果実を集めて、品評会を開催。品評会
に出品された新鮮な果実は即売会で
販売します。当日は、立川産の野菜や
果物、ジャム、はちみつなどの加工品
の直売会も。直接会場へ時・場9月7
日㈪▶品評会・即売会（市役所1階多
目的プラザ）=午前11時50分から展
示し、正午から販売▶直売会（市役所
1階屋外テラス）=午前11時30分ごろ
から問産業観光課農業振興係・内線
2650

開催期間中、各種イ
ベントを行っていま
す。入場料は50円。
直接会場へ。くわしく
はたちかわ競輪ホー
ムページHPhttp://
www.tachikawakeirin.jp/をご覧く
ださい。

☆トークショー　S級トップ選手・地
元選手によるトークショーです。
☆予想会　競輪評論家による予想会
です。
☆未確定車券抽選会　商品券等の景
品が当たります時9月8日㈫午後1時
〜2時
問立川競輪場☎（524）1121

9月7日㈪〜9日㈬
第7回山口健治杯（FⅠ）

競輪場に行ってみませんか

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●8月26日〜28日（大宮FⅠを場外発
売）　●9月3日〜6日（青森記念を場
外発売）　●9月7日〜9日（FⅠ・第7回
山口健治杯）


