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3さいわいこどもクリニック内HPhttp:
//saiwaikodomo.jp☎（536）7333
●子ども診療所病児保育室ぱおぱ
お 錦町1−23−25立川相互病院付
属子ども診療所内HPhttp://www.
t-kenseikai.jp/kodomo-cl/☎
（521）2777
問市保育課保育・幼稚園支援係・内線
1322

おやこ社会科クラブ2016
さまざまな見学を通して、社会を学び
ます対小学4年生〜高校生と保護者
（1人での参加も可）時・場下表の通り
（全7回）費交通費等実費定20人（全
回参加できる方を優先。単回参加希
望の方はお問い合わせください）申
4月26日㈫から柴崎学習館☎（524）
2773へ

立川宇宙の学校
保護者と一緒に無理なく工作や実
験を行い、科学への興味や好奇心を
育みます対5歳〜小学3年生と保護
者時6月5日、7月17日、9月11日、11

病児保育室をご利用ください
子どもが病気やけがで通園・通学がで
きないときなどに、病児保育室で一時
的に預かります▶対象=生後4か月〜
小学3年生▶保育時間=午前8時30分
〜午後5時30分（土曜・日曜日、祝日、
年末年始等を除く）
利用には各施設で事前登録が必要で
す。登録用紙は各施設、市内保育園・
幼稚園、市保育課（市役所1階22番窓
口）で配布しています。くわしくは、各
施設のホームページをご覧になるか、
直接お問い合わせください〔電話受付
はいずれも月曜〜金曜日、午前10時
〜午後5時30分〕。
●ぽけっと病児保育室 幸町1−11−

親子ふれあい講座
子どもの月齢にあったかかわり方、遊
び方のお話とふれあい遊びを行いま
す対市内在住の1歳児と保護者(第
1子に限る)時5月26日㈭午前11時
〜正午場子ども未来センター師元
保育園園長・國分啓子さん定10組
(抽選)申5月10日㈫〔消印有効〕ま
でに往復はがきに、住所、氏名、電話
番号、子どもの月齢と名前、返信用宛
先を書いて子ども未来センター子育
て支援事務室「親子ふれあい講座」
係〔〒190−0022錦町3−2−26〕☎
(529)8664へ

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
●こどもの日スペシャル「不思議なシャ
ボン玉」＝5月5日（木・祝）午後3時30分
から、小学生以上
●ペン立てをつくろう＝5月26日㈭午後
4時から、小学生以上
錦児童館	 ☎（525）6684
●こどもの日スペシャル「まんぼうシア
ター」＝5月5日（木・祝）午後2時から、乳
幼児以上

●母の日プレゼント工作＝5月6日㈮〜8
日㈰、午後3時から、小学生以上
羽衣児童館	 ☎(526)2336
●こどもの日スペシャル＝5月5日（木・祝）
午後2時から

●マザーズデイ工作〜大切な人へのプ
レゼント＝5月6日㈮〜8日㈰、午後1時
から
高松児童館	 ☎（528）2925
●こどもの城だよゴー!5!GO!＝5月5日
（木・祝）午前10時から、小学生以上
●グリーンサポート隊＝5月8日㈰午後2
時から、小学生、先着15人

若葉児童館	 ☎（536）1400
●こどもの日スペシャル＝5月5日（木・祝）
午後1時30分から

●母の日工作＝5月7日㈯〜8日㈰午後3
時30分から
幸児童館	 ☎（537）0358
●こどもの日だよ全員集合＝5月5日（木・
祝）午前11時から
はっぴー☆ランチクッキング＝5月14
日㈯午前10時から、定員20人、有料
上砂児童館	 ☎（535）1557
●母の日のプレゼントをつくろう＝5月7
日㈯午後3時から、小・中学生、先着20
人

●上砂公園でザリガニを釣ろう＝5月18
日㈬午後3時30分から、小学生、先着
20人
西砂児童館	 ☎（531）0433
●こどもの日スペシャル＝5月5日（木・祝）
午前9時30分から

●パパと遊ぼう!ダンボール迷路＝5月
15日㈰午前10時から、乳幼児と保護
者

子ども・子育て

講座

たちかわエコパートナー講座
「五感で味わう春の香り。野原
で遊ぼう!野草のてんぷら」

身の回りの環境への感性や観察力を
養い、自らの行動を考え、環境の大切
さを広めていける方の養成を目的と
した、たちかわエコパートナー講座。
多摩川河川敷に出て、身近に生息して
いる食べられる草花を学び、てんぷら
にして食べます。意外な高級食材に出
会えるかも。くわしくは、市ホームペー
ジやツイッターHPhttps://twitter.
com/eco_tachikawaをご覧くださ
い対市内在住・在勤・在学の方時5月
21日㈯午前10時〜午後1時場たまが
わ・みらいパーク（旧多摩川小）費200
円（材料代）定20人（申込順）申4月
25日㈪から電話、または講座名、住所、
氏名、電話番号、在勤・在学の方は勤
務先名か学校名を書いてEメールで
環境対策課環境推進係・内線2244 e

kankyoutaisaku@city.tachikawa.
lg.jpへ

“働く私”にもどる!再就職への
第一歩

女性のための再就職支援セミナー。
働く女性を取り巻く環境を理解する

とともに、自分らしい仕事の選び方、
成果を出す就職活動の進め方を学び
ます。受講には、東京しごとセンター
の利用登録が必要です。東京しごと
センター多摩と市の共催。セミナー終
了後、就業個別相談会を実施（予約
制。定員10人）対再就職を考えてい
る女性の方時5月26日㈭午後1時〜
3時30分場女性総合センター師2級
キャリアコンサルティング技能士・荻
野智美さん定50人（申込順）保10人
程度(1歳〜学齢前)申東京しごとセ
ンター多摩☎042（329）4524へ〔▷
平日＝午前9時〜午後8時▷土曜日＝
午前9時〜午後5時〕問同センター☎
042（329）4524、市男女平等参画課
☎（528）6801

体験学習「多摩川の自然観察」
まだまだ自然いっぱいの多摩川。河
原を散策しながら、野生の草花などを
観察します対市内在住の方（小学生
以下は保護者同伴）時5月22日㈰午
前10時〜午後1時ごろ〔小雨実施。荒
天中止〕場柴崎市民体育館正面入口
集合、立日橋下経由、たまがわ・みら
いパーク（旧多摩川小）で解散（散策
コース約4km）師立川自然観察友の
会会長・鈴木功さん定20人（申込順）
持歩きやすい服装、雨具、帽子、飲み
物、カメラ、観察用のルーペ（お持ちの

方）申4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
企画・運営は生涯学習市民リーダー
の会申4月25日㈪から生涯学習推進
センター☎（528）6872へ
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ee	の手打ちそば教室 本
格的な日本の食文化をお伝えします
時6月1日㈬午後1時〜3時場女性総
合センター師そば店店主・飯村美佐
子さん費2,500円（受講料、材料代）
定20人（申込順）持エプロン、三角巾
●今日から使えるかんたんアロマテ
ラピー アロマテラピーの基本知識
を学びながら、実際に生活に取り入
れる方法を実習で体験します時6月
9日、7月7日の木曜日、午前10時〜
正午（全2回）場女性総合センター師
AEAJ認定アロマテラピーインストラ
クター・関美佐子さん費2,000円（受
講料、材料代）定10人（申込順）持筆
記用具、タオル
●ギターを上手に演奏するには
ギターの正しい構え方から奏法まで
を学びます。初心者歓迎時6月11日
㈯午後2時〜4時場柴崎学習館師ギ
ター教室講師・松下克さん費300円
（受講料）定15人（申込順）持ギター、
足置き台
●楽しい草笛 「シバブエ」と称する、

1枚のリードで音を出す草笛の吹き
方の実習をします時6月14日㈫午後2
時〜4時場砂川学習館師関東草笛の
会代表・河津哲也さん費300円（受講
料）定10人（申込順）持ストロー1本、
手鏡

東京女子体育大学公開講座
●成人講座「おとなのラジオ体操」
ラジオ体操第一で美ボディを作りま
しょう時6月4日㈯午後2時〜4時師同
大学教授・秋山エリカさん定35人
●成人講座「タイ式ヨガ」 健康は自
分の体との会話から。楽しく気持ちよ
く、体と語りあいましょう対中学生以
上の方時6月11日㈯午後2時〜4時師
ヨガインストラクター・高橋基子さん
定30人
いずれの講座も場東京女子体育大学
（国立市）費200円(傷害保険料)申
講座名、住所、氏名(ふりがな)、年
齢、性別、電話番号を書いて、はがき、
ファクス、Eメールで東京女子体育大
学地域交流センター〔〒186−8668
住所記入不要〕☎(572)4324 Fax

(572)4317 e chiiki@twcpe.ac.jp
へ※開催1か月前に定員を超えた場
合は抽選、超えない場合は1週間前ま
で申込順問市生涯学習推進センター
☎（528）6872

月13日、平成29年1月22日の日曜
日、午前10時〜正午（全5回）場錦学
習館師NPO法人子ども・宇宙・未来
の会の皆さん費2,000円（材料代）定
60組（申込順）持筆記用具、室内履
き、靴袋申4月26日㈫から錦学習館☎
（527）6743へ

消防士さんの救命救急講座
起こりやすい子どもの事故やけがの
事例、その対処法と予防、蘇生法を学
びます。当日、講師が緊急出動になっ
た場合は講座は中止で、自由遊びに
なります対市内在住の0歳〜1歳児
（第1子に限る）と保護者時5月31日
㈫午前10時〜11時場子ども未来セ
ンター子育てひろば師立川消防署錦
連絡所の皆さん定15組(抽選)申5月
10日㈫〔消印有効〕までに、往復はが
きに住所、氏名、電話番号、子どもの
名前と月齢、返信用宛先を書いて子
ども未来センター子育て支援事務室
「救急法講座」係〔〒190−0022錦町
3−2−26〕☎(529)8664へ

4月1 8日、市は熊本市へ水
（3,600リットル）とアルファー化
米（1万食）を災害時支援協定を締
結している東京都トラック協会多
摩支部と連携して送りました。なお、
市では義
援金の受
付窓口を
設けてい
ます。

熊本地震～支援物資を送りました

日程 内容

５月21日㈯
全日

オリエンテーションと「ヒロ
シマに原爆が落ちた」という
テーマで体験者の話を聞き
ます（豊島区）

６月４日㈯
全日

東京大空襲・戦災資料セン
ターの見学（江東区）

７月９日㈯
午前

八王子浅川地下壕の見学
（八王子市）

夏休み中 日吉台地下壕の見学（横浜市）
秋以降 日野新撰組を歩く（日野市）

秋以降 「イスラム文化を知ろう」東京
ジャーミーの見学（渋谷区）

秋以降 「世界の人々を知ろう」JICA
地球ひろばの見学（新宿区）


