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夢たちフォーラム★2016「夢あ
ふれるまち たちかわを目指して～
子育て支援この10年次の10年」

NHK「すくす
く子育て」に
出演の白梅学
園大学学長・
汐見稔幸さん
の講演と、この
10年間に夢育
て・たちかわ子ども21プランの策定や
推進に関わった同プラン推進協議会・
推進会議の新旧子ども委員の対談を
行います。子ども委員会などの活動報
告も。夢たち応援団と共催。直接会場
へ時1月31日㈰午後1時30分～4時
15分場女性総合センター1階ホール
定196人（先着順）保10人程度（1歳
～学齢前。1月12日㈫から子育て推進
課へ）問子育て推進課・内線1340

育てにくさをいろんな視点で見
てみよう～知的障害・発達障害

発達に課題のある子を育てた経験を
もつ親の立場から、立川キャラバン隊
「ひこうき雲」の皆さんに公演を行っ
ていただきます。子どもの特性を理解
し、体験コーナーでは子どもの気持ち
を感じとることで、対応の仕方が見つ
かるかもしれません時2月27日㈯午
前10時～正午場子ども未来センター
201会議室定40人(申込順)保5人程
度（1歳～学齢前。1歳未満は要相談）
申1月12日㈫午前10時から子ども家

催し

プレ錦まつり～あそぶ、まなぶ、
つながる、立川

東京学芸大学の学生と地域のさまざ
まな団体が一緒に行う地域や世代間
の交流をテーマにしたイベントです。
「かみひこうきを作って飛ばそう！」
や「おもちのカフェ」「錦オリンピック」
「スタンプづくり」などのコーナーや、
もちつき体験、ポップコーンの販売も
あります。今回は「くるりん」のほかに、
「ウドラ」も来場。直接会場へ時1月
30日㈯午前10時～午後3時場錦学習
館費一部有料（材料代ほか）問錦学習
館☎（527）6743

沖縄をみる映画会とパネル展示

●映画会　時▶2月11日（木・祝）▷「沖
縄戦未来ヘの証言」=午前10時～11
時▷ゲストトーク「戦跡を巡るin沖縄」
（生涯学習市民リーダー・小宮山正
明さん）=午前11時10分～午後0時
10分▷特別上映ドキュメンタリー「ひ
めゆり」=午後1時～3時10分▷「教え
られなかった戦争・沖縄編阿波根昌
鴻・伊江島のたたかい」=午後3時30
分～5時25分▶2月12日㈮▷「人間の
住んでいる島」=午後2時55分～3時
30分▷「アニメ対島丸」=午後3時40

子ども・子育て

分～4時50分場柴崎学習館定各回30
人（申込順）申1月12日㈫から柴崎学
習館☎（524）2773へ
●沖縄パネル展　直接会場へ時2月
10日㈬～2月12日㈮、午前9時～午後
8時（10日は正午から）場柴崎学習館
問柴崎学習館☎（524）2773

立川市役所ロビーコンサート

出演は、グランツ弦楽四重奏団です。
曲はモーツァルト「ディヴェルティメ
ント ニ短調」より第1楽章、ドヴォル
ザーク「アメリカ」より第1楽章ほか。
直接会場へ時1月19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

ハンセン病を知ろう!上映会と
パネル展示

●「クリオン・
ディグニティ」上
映+野澤監督の
話　フィリピン
のハンセン病の
島クリオン島を
描くドキュメン
ト映画の上映と
監督・野澤和之さんのお話時2月20日
㈯午後1時30分～4時場柴崎学習館
定50人（申込順）申1月12日㈫から柴

全体行事＜市民文化フェスティバル＞
催し名 日時 場所 連絡先

公演 ２月14日㈰
正午～午後４時※

たましんRISURU
ホール小ホール

立川市文化協会事務局
（たましんRISURUホー
ル2階）Fax(525)6581

地域文化会＜公演・展示・催し物＞
文化会 内容 日時 場所 連絡先

柏町地区

新春囲碁
大会

１月24日㈰
午前９時～午後５時

こぶし会館 柏町地区文化会
増田さん☎(535)6206新春カラオ

ケの集い
２月14日㈰
午前９時～午後５時

曙町

芸能大会 ２月７日㈰
午前10時～午後５時30分

女性総合セン
ター1階ホール

曙町文化会
久保さん☎(522)4639

作品展示 ３月12日㈯・13日㈰
午前10時～午後５時

国営昭和記念
公園花みどり文
化センター

錦町 公演 ２月21日㈰
午前10時～午後４時 錦学習館 錦町文化会

河村さん☎(522)4768

若葉町 作品展示、
公演

３月５日㈯・６日㈰
午前10時～午後４時 若葉会館 若葉町文化会

菊地さん☎(537)3052

富士見町 公演 ３月12日㈯・13日㈰
午前10時～午後４時 滝ノ上会館 富士見町文化会・峯岸

さん☎090(2632)0405

庭支援センター☎(528)6871へ

子どもと楽しむ行事食～ひな祭
編

時2月16日㈫午前10時～午後1時場
高松学習館師フードスタイリスト・
八木佳奈さん費600円（材料代）定
24人（申込順）保若干名（1歳～学齢
前）申1月12日㈫から高松学習館☎
（527）0014へ

イクメン・イクジイのための読
み聞かせチャレンジ講座

父親、祖父による絵本の読み聞かせ
の効果などについての講座のあと、参
加者が実演するおはなし会を開催。
実演希望者は申込時に申し出を対子
育て中、または子育てに興味のある
男性（子どもの参加も可）時2月7日㈰
午後2時～3時30分場錦学習館定30
人（申込順）申1月10日㈰から錦図書
館☎（525）7231へ

工作会「だいすきな本をすてき
にかざろう!」

リボンなどのラッピング用品を活用
して、本を載せて飾る台を作製します
対小学生時2月7日㈰午後2時～3時
場若葉会館費100円（材料代）定15人
（申込順）申1月10日㈰から若葉図
書館☎（535）8841へ

ぬいぐるみおとまり会

あなたのぬいぐるみを図書館にお泊
まりさせてみませんか。ぬいぐるみた
ちが夜の図書館を探検します（その
様子の写真をお渡しします）対小学生

までの方時2月13日㈯～14㈰場上砂
図書館定15人（申込順）持ぬいぐるみ、
お人形申1月10日㈰から上砂図書館
☎（535）1531へ

子育てについて一緒にお話しし
ませんか

子ども家庭支援センターには、コー
ヒーなどを飲みながら気軽におしゃ
べりできる自由な場所があります。①
②は、子どもと一緒におしゃべりしな
がら楽しい時間を共有しましょう。出
産予定の方も大歓迎。いずれも会場
は子ども未来センター（時間内は出入
り自由）。
①双子・三つ子のママ・パパおしゃべ
り会　多胎児の親にしか分からない
悩みを共有し、子育ての工夫や方法
を探してみませんか時毎月第1火曜日、
午前10時～正午費50円（茶菓子代）
②ひとり親で頑張っているママ・パパ
のおしゃべりカフェ　ひとり親で頑
張っている方や、その関係者の自由な

語らいの場所です時毎月第3土曜日、
午後2時～4時費100円（茶菓子代）
③子どもの発達が気になる方のお
しゃべり場　「育てにくい」「ほかの子
と違うかな」という思いを持っている
方、一緒にお話ししませんか時毎月
第3火曜日、午前10時～正午費100
円（茶菓子代）保若干名（1歳～学齢
前）
問子ども家庭支援センター☎（528）
6871

シリーズ発達障がい「先生と一
緒に子どもの支援」

支援が必要な子どもの保護者が、ど
のように学校と関わっていけばよい
かのヒントを、教育現場で数々の実
践をしてきた講師から聞きます時2
月5日㈮午前10時～正午場柴崎学
習館師元小学校教員・大和久勝さん
定30人（申込順）保若干名（1歳～学
齢前）申1月12日㈫から柴崎学習館☎
（524）2773へ

立川市民文化祭のうち、1月～3月に行われる公演や展示をお知らせします。文
化祭への参加申し込み、お問い合わせは各連絡先へ。

第58回立川市民文化祭

市民の皆さんの笑顔（7,000枚の写真）で、
くるりんや富士山に見えるように並べた
作品（モザイクアート）です。撮影には半
年を要しました。ご協力いただいた市民
の皆さん、ありがとうございました。
清水市長もこの中にいますので、探して
みてくださいね（ヒント：日本一高い山）。
問広報課・内線2747

1面（表紙）はモザイクアート
市民

崎学習館☎（524）2773へ
●ハンセン病のパネル展　国立ハン
セン病資料館全園写真パネル、㈶人
権啓発推進センターより「絆～日本・
韓国・台湾のハンセン病」。直接会場
へ時2月16日㈫～20日㈯、午前9時～
午後8時（16日は正午から）場柴崎学
習館
●ハンセン病DVD上映　「ハンセン

病を知っていますか(16分)」「平沢
保治さん講演(30分)」「虎ハ眠ラズ・
在日朝鮮人ハンセン病回復者金𣳾九
(30分)」。直接会場へ時▶2月17日㈬
▷午前の回=午前10時15分から▷午
後の回=午後1時10分から▶2月20日
㈯▷午前の回=午前10時15分から場
柴崎学習館
問柴崎学習館☎（524）2773

※9月25日号でお知らせした
開始時間が変更になりました。
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