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平成28年（2016年）2月25日

加も可）時3月29日㈫午前10時〜正
午場南極・北極科学館（緑町10−3）師
国立極地研究所教授・伊村智さん定
12人（申込順）申2月25日㈭から柴崎
学習館☎（524）2773へ

高松こどもまつり
いずれも直接会場へ場高松学習館定
各80人(先着順)
●劇「おまつり ぴーひゃらどん」　劇
団風の子遊び組による「伝承遊び」と

「昔ばなし」の数々時3月22日㈫午前
10時〜11時
●映画「ヒックとド
ラゴン2」　親子の
絆、友情、未来を切
り開く勇気を描い
たシリーズ第2弾
時3月23日㈬午後
2時〜4時

問高松学習館☎（527）0014

親子で楽しく野菜を育てて収穫
しませんか

立川市農研会（農業後継者組織）の
指導のもと、コマツナ、エダマメ、トウ
モロコシ、カブなどの野菜を育てま
す。種まきから収穫までの農作業を
体験でき、育てた作物は全て持ち帰れ
ます対市内在住の小学生以下の子ど
もと保護者時▷第1回＝4月9日㈯①
午前9時から②午後1時から▷第2回
以降＝5月7日、6月4日、7月9日の土
曜日、午後2時間程度（生育状況によ
り日程変更あり。現地集合・解散、雨

子ども・子育て

講座

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
●バレーボールをしよう!＝3月16日㈬

午後4時から、小学生以上、先着15人
●スパイラルダーツをつくろう!＝3月24

日㈭午後4時から、小学生以上
つくって食べよう♪「おしずし」＝3月
28日㈪午前11時から、小学生以上、定
員15人、有料

錦児童館 ☎（525）6684
3on3＝3月16日㈬午後3時30分から、
小学生以上
まんぼうキッチン「ロシアン肉まん」＝
3月26日㈯午前10時30分から、小学
生以上、定員12人、有料

高松児童館 ☎（528）2925
●グリーンサポート隊＝3月13日㈰午後

2時30分から、先着15人
高松スプリングフェスタ2016＝3月26
日㈯午後2時30分から、乳幼児親子、
小学生、定員50人

上砂児童館 ☎（535）1557
●マンカラチャンピオン大会＝3月2日㈬

午後3時30分から
●WAKU WAKUまつり＝3月13日㈰午

後1時から
●ダブルダッチをしよう＝3月23日㈬午

後3時30分から、小・中学生、先着20人

羽衣児童館 ☎(526)2336
レザークラフト工作＝3月7日・14日㈪
午後1時から、小学生以上、定員各5人
6年生を送る会＝3月24日㈭正午か
ら、小学生、有料

若葉児童館 ☎（536）1400
春のわかば遠足「モルモットやリスた
ちとふれあおう」（井の頭自然文化園）
＝3月12日㈯午前8時10分集合、小学
生以上、定員25人、有料
みんなでクッキング〜おこのみやき＝
3月19日㈯午後2時から、小学生以上、
定員12人、有料

●お楽しみ会＝3月23日㈬午後2時30分
から、小学生以上

幸児童館 ☎（537）0358
ひなクッキング＝3月3日㈭午後3時30
分、定員20人、有料
スプリングフェスティバル＝3月19日
㈯午前10時から、有料

西砂児童館 ☎（531）0433
●子ども実行委員会＝3月3日㈭午後3時

から、小学生、先着15人
フリースペース＝3月5日㈯午前10時
から、小・中学生、定員10人、有料

●児童館まつり＝3月13日㈰正午から、
先着200人、有料

天実施）〔全4回〕場ファーマーズセン
ターみのーれ立川（駐車場あり）費1
組1,500円定90組（抽選）申3月10日
㈭〔消印有効〕までに、はがきに4月9
日の希望時間（①か②）、住所、参加者
全員の氏名（ふりがな）、子どもの年齢
と新学年、電話番号、駐車場利用の有
無を書いて産業観光課農業振興係・
内線2650へ

いろんなお仕事のぞいちゃおう!
●ガス会社のお仕事編　ガスが家に
届くまでの仕組みや安全を守る工夫
などについて、体験を交えて学びま
す対小学3年〜高校生時3月28日㈪
午後2時〜3時30分場アースビル立川

（曙町3−6−13東京ガス立川ビル）師
ガス会社社員の皆さん定15人（申込
順）申2月25日㈭から生涯学習推進セ
ンター☎（528）6872へ
●南極観測隊編　南極・北極科学館
を見学し、南極の不思議な話を聞き
ます対小学3年〜高校生（親子での参

戦後70周年事業・ビデオ上映
と制作者の話

戦争体験者の話も聞けます時3月26
日㈯▶第1部「砂川空襲の記憶」=午前
10時〜正午▶第2部「戦争は庶民も
加害者にする・三多摩での米軍機搭
乗員虐殺事件」=午後1時30分〜3時
30分場柴崎学習館師多摩地域の戦
時下資料研究会・楢崎茂彌さん定80
人（申込順）申2月25日㈭から柴崎学
習館☎（524）2773へ

団体企画型講座「初心者登山教室」
日本山岳会東京多摩支部立川部会
が企画・運営対おおむね18歳〜60歳
の健康な方（市内在住・在勤の方を優
先）時・場▶座学（女性総合センター）
=4月6日㈬、5月11日㈬、6月2日㈭の
午後6時30分〜8時30分（4月6日の
み午後9時まで）▶登山実習▷三頭山
=4月16日㈯▷大岳山=5月21日㈯▷
御前山=6月18日㈯、いずれも午前7
時〜午後7時（全6回）師日本山岳会・
酒井省二さんほか費14,000円（受講
料、バス代、資料代、保険料ほか）定
30人(申込順)申2月25日㈭から生涯
学習推進センター☎(528)6872へ

コーラス入門	
地域の合唱サークルに入りやすくな
るための基本を学びます時4月9日・
16日・23日の土曜日、午前10時〜正
午（全3回）場高松学習館師合唱指導
者・田ヶ谷省三さん費1,500円（受講
料）定30人（申込順）保若干名（1歳〜
学齢前）申2月25日㈭から高松学習
館☎（527）0014へ

市民リーダー☆みんなの講座
企画・運営は生涯学習市民リーダー
の会申2月25日㈭から生涯学習推進
センター☎（528）6872へ
●水墨画で風景を描こう　水墨画の
表現方法を学びます時4月12日・26
日の火曜日、午後2時〜4時（全2回）
場錦学習館師墨遊画家・酒井遊山さ
ん費1,100円（受講料、材料代）定15人

（申込順）持書道用具
●初心者のための健康マージャン入
門講座　マージャンを生涯学習とし
て、基礎から正しく学びます時4月15
日・22日の金曜日、午後2時〜4時（全
2回）場さかえ会館師日本健康麻将協
会・原浩明さん費600円（受講料）定
24人（申込順）
●端午の節句を折り紙で飾りましょ
う！　インテリア小物が折り紙で簡単
にできます時4月27日㈬午後2時〜
4時場幸学習館師日本折紙協会・下
野けい子さん費800円（受講料、材料
代）定10人（申込順）持はさみ、定規、
筆記用具

くずし字で読む『百人一首』
対市内在住・在学・在勤の方時5月25
日、6月8日・22日、7月27日、8月24
日、9月14日、10月12日・26日の水曜
日、午後1時30分〜3時（全8回）場国
文学研究資料館（緑町10−3）師国文
学研究資料館教授ほか定 20人（抽
選）申 3月31日㈭〔必着〕までに、は
がきに郵便番号、住所、氏名（ふりが
な）、電話番号を書いて、生涯学習推
進センター「国文学研究資料館連続
講座」係〔〒190−0012曙町2−36−2〕
☎（528）6872へ。電子申請も可〔2月
25日㈭から。市ホームページから「電
子申請」で検索。スマートフォンは下2
次元コードからアクセ
ス可〕。申込情報は、共
催の国文学研究資料
館にも提供します

双子ちゃん・三つ子ちゃんのマ
マ・パパおしゃべり会

多胎児の親特有の悩みを共有し、子
育ての工夫や方法を探ります。直接
会場へ時3月24日㈭午前10時〜正午

（出入り自由）場西砂学習館費50円
（茶菓子代）問 子ども家庭支援セン
ター☎（528）6871

低学年でも参加できる親子料
理教室

子育て世代のくらしエンジョイ講座。
ジャガイモのピザとリンゴのコンポー
トを作ります対小学生と保護者時3
月28日㈪午前10時〜午後0時30分
場女性総合センター師食とくらしと
環境を考える会の皆さん費1人400円

（材料代）定10組（申込順）保8人程
度（1歳〜学齢前）持エプロン、三角巾、
タオル、布巾申2月25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5階〕☎（528）6801へ

西洋美術史「中世」	
中世のロマネスク美術、ゴシック美術
などについて学びます時4月8日・22
日、5月6日・20日・27日、6月3日の金
曜日、午後2時〜4時（全6回）場女性
総合センター師美術ジャーナリスト・
斎藤陽一さん費3,000円（受講料）定
30人（申込順）保若干名（1歳〜学齢
前）申2月25日㈭から生涯学習推進セ
ンター☎（528）6872へ

防災講座「バスタオルで防災頭
巾をつくろう!」

家庭にある身近な物で「もしものと
き」に役立つ防災頭巾を作ります。避
難所生活の備えにも最適です時3月
29日㈫午後1時30分〜3時30分場
幸学習館 師 立川市災害ボランティ
アネット・新井明子さん費300円（材
料代）定15人（申込順）持フェイスタ
オル（長方形）2枚、バスタオル（60

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）
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×120cmくらい）、上下の着替え、靴
下、マスク、軍手、小銭、千円札、ポリ袋

（45ℓ2枚）、笛申2月25日㈭から幸
学習館☎（534）3076へ

散歩が楽しくなる植物観察入
門・春編	

植物名だけではなく、植物と人との関
わりなども学びます。座学のみの参加
も可能です時▷座学=4月6日、5月11
日、7月13日の水曜日、午後6時30分
〜8時30分▷現地実習=4月10日㈰午
前10時〜午後2時、6月12日㈰午前
10時〜午後1時（全5回）場高松学習
館、立川市内と近郊の自然公園師科
学技術振興機構主任調査員・冨田広
さん費▷座学=1,500円（受講料）▷現
地実習=1,100円（受講料、保険料）定
座学と現地実習20人、座学のみ10人

（申込順）申2月25日㈭から高松学習
館☎（527）0014へ


