
10

問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ

平成28年（2016年）5月25日

多摩川一斉清掃

クリーン多摩川実行委員会が主催。
河川敷等を一斉清掃します。ごみを
拾い、きれいな川にします。直接会
場へ時6月5日㈰午前7時から〔小雨
決行〕問東京立川ライオンズクラブ☎
（524）0954〔午前10時～午後4時〕、
市ごみ対策課☎（531）5517

青少年健全育成市民運動推進
大会

市と立川市青少年問題協議会が、「明
日の立川を担う青少年」を家庭・大
人・地域で見守り育てるために開催。
功労者表彰や「青少年を薬物から守
るために」をテーマに講演を行います。
直接会場へ時5月28日㈯午後2時～4
時場たましんRISURUホール小ホー
ル師立川市薬剤師会副会長・伊佐間
茂樹さん定150人(先着順)問同会事
務局〔市子ども育成課内〕内線1305

オトナリ at たちかわ

芝生広場で開催するライブイベント
です。くわしくは子ども未来センター
のホームページHPhttp://t-mirai.
com/をご覧ください。下2次元コー
ドからアクセス可時6月1日㈬午後
7時～8時場子ども未来センター問
オトナリ・八

はっ

崎
さき

さん☎
080（5249）8148 e

o t o n a r i m u s i c @
gmail.com

航空自衛隊航空中央音楽隊ファ
ミリーコンサート in 立川

全国各地での演奏や国際的なイベン
トなど幅広く活動を続ける航空自衛
隊航空中央音楽隊のファミリーコン
サートを地元立川で開催対小学生
以上時9月13日㈫午後7時開演場た
ましんRISURUホール大ホール（全
席指定）申6月16日㈭午前9時から同
ホール1階で整理券を配布します〔休
館日を除く、午前9時～午後8時。配
布開始日のみ整理券は1人5枚まで〕

催し

入可能な回数券「あしながチケット」
あり
●たちかわ自転車キッズデイ　一般
社団法人MTBリーグと共催で自転
車が上手に乗れるようになるゲーム
的な走行会を行います。楽しくマナー
と技術を学べます。直接会場へ対自
転車に乗ることができる小学生まで
の子ども時6月4日㈯午前10時（受
け付け）～正午〔小雨決行〕場たちか
わ創造舎校庭、多摩川河川敷定50人
（先着順）持自転車、ヘルメット

●子どもたちに良質な演劇を!放課
後シアター開幕　6月から隔週1回、
曜日不定で演劇作品を上演します。
演目は「星の王子さま」「エルマーの
冒険」「きげきリア王」など（予定）。
午後4時30分開演で上演時間40
分。くわしい実施日、演目はたちか
わ創造舎のホームページHPhttp://
tachikawa-sozosha.jp/をご覧い
ただくか、お問い合わせください費大
人400円、中学生以下200円※子ど
もたちに観劇を寄付する大人のみ購

イベント
紹介

場たちかわ創造舎（旧多摩川小）
問☎（595）6347

とんからりん染色部　時6月3日㈮
午前11時～午後3時費1,000円（材
料代）※別途入会金1,000円定10人
〔申込順。5月31日㈫までに〕
●ミニトマの木「子育てひろば」　直
接会場へ対乳幼児と保護者時毎週
金曜日、6月12日・26日の日曜日、午
前11時～午後3時
プラモデル作り教室　プラモデ

ルを持参し作り上げます。ミニ四駆
サーキットあり対小学2年生以上時
6月26日㈰午前9時30分～午後3時
30分〔申込順。前日までに〕
陶芸教室　時毎週土曜日、午後1

時～3時30分費子ども500円、大人
1,000円（材料代）定20人〔申込順。
前日までに〕
●おはなし会　時6月26日㈰午後1
時～2時

たまがわ・みらいパークの催し

●みらいパークキャラバン隊　みら
いパークの紹介と展示時6月13日㈪
～17日㈮、午前10時～午後4時30分
（最終日は午後3時まで）場市役所1
階多目的プラザ
●たまみら朝市　新鮮野菜の直売と
フリーマーケット時6月19日㈰午前
10時～正午
たまみらでカラオケを楽しもう!

　対3人以上のグループ時6月の毎
週水曜日、午前10時～午後5時費
1,000円（2時間1部屋。延長1時間
500円）〔申込順。前日までに〕

場たまがわ・みらいパーク（旧多摩
川小） マークの催しは電話、ま
たは参加者名・電話番号を書いて
ファクスで☎・Fax(848)4657へ。そ
の他の催しは直接会場へ

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
わりばしてっぽうをつくろう!＝6月16
日㈭午後4時から、小学生以上、定員
15人
つくってたべよう♪｢デコ♥蒸しケーキ｣
　＝6月21日㈫午後4時から、小学生以
上、定員15人、有料

錦児童館 ☎（525）6684
●父の日プレゼント工作＝6月13日㈪～
18日㈯、午後3時から、小学生以上

羽衣児童館 ☎(526)2336
●ありがとーさん工作＝6月16日㈭～19
日㈰午後1時から
Let’sクッキング～ミニピザ＝6月22日
㈬午後3時から、小学生以上、定員20
人、有料

高松児童館 ☎（528）2925
●防犯訓練＝6月22日㈬午後3時から
●卓球大会＝6月25日㈯午後2時30分か
ら、先着15人

若葉児童館 ☎（536）1400
遠足＝6月4日㈯午前9時から、小学生
以上、定員20人、有料

●父の日工作＝6月17日㈮～19日㈰午
後3時30分から、小学生以上

幸児童館 ☎（537）0358
●工作週間～プラバン作り＝6月13日㈪
～17日㈮午後3時から

●江の島保育園出張ひろば＝6月16日㈭
午前10時30分から

上砂児童館 ☎（535）1557
●じゃが焼きをしよう＝6月11日㈯午後
3時から、小・中学生、有料
父の日工作「タオルのケーキ」＝6月19
日㈰午後2時から、小・中学生、定員20
人、有料

西砂児童館 ☎（531）0433
フリースペース＝6月4日・18日の土曜
日、午前10時から、小学生以上、定員
10人、有料
ありがとうのこころ工作＝6月13日㈪
～18日㈯午後3時30分から

問立川市地域文化振興財団☎（526）
1312

たちかわまちの案内人オリジナ
ル観光まち歩き「矢川緑地と市
内懐石料理店散策弁当」

コースはJR西国立駅～矢川緑地～
まぼろしのみのわ城～矢川弁財天～
市内懐石料理店（昼食）～JR西国立
駅時6月9日㈭午前9時30分～午後1
時30分（予定）場JR西国立駅集合費
1,300円（保険料、昼食代ほか）定20
人（申込順）申立川観光協会☎（527）
2700へ

第13回富士見夏まつり

富士見夏まつり実行委員会が主催。
地域の園児によるよさこい、小学生み
こし、和太鼓、神楽、ストリートダンス、
郡上おどりなど。抽選会や写真コンテ
ストも実施。直接会場へ時6月5日㈰
午前10時～午後4時場多摩信用金庫
富士見町支店横問同実行委員会事務
局☎(522)9456

平和人権16ミリ映画会「部落
差別を考える」

「部落差別のおこりを考える」他同
和教育3部作「ふれあい」など、5つの
映画を鑑賞します時6月14日㈫午後
2時～4時50分場柴崎学習館定25
人（申込順）申柴崎学習館☎（524）
2773へ

“働く私”にもどる ! 再就職ス
タートアップコース in 立川

再就職のための心構えやビジネスマ
ナー、パソコン操作について学びま
す。東京しごとセンター多摩との共
催対再就職を考えている女性の方時
7月12日㈫～14日㈭・19日㈫・20日
㈬、午前10時～午後4時(全5回)場
女性総合センター定25人(選考。6月
13日㈪・14日㈫・16日㈭・17日㈮の
いずれかに面接）保8人程度(1歳～
学齢前)申東京しごとセンター多摩
☎042(329)4524へ〔▷月曜～金曜
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

高松学習館文化祭「演奏会」

同館で活動する音楽サークルの演奏
と、プロの演奏家によるミニコンサー
ト。直接会場へ時6月12日㈰午後1時
20分開演（午後1時開場）場高松学
習館定80人(先着順)問高松学習館☎
（527）0014

TOKYOまちフェスタ～第45回
JC東京ブロック大会立川大会

地域の魅力が詰まった子どもから大
人まで楽しめる100のブースの出展
のほか、前宮崎県知事・東国原英夫さ
んと落語家・三遊亭鬼丸さんが「世界
で輝け!地域の魅力!」をテーマに語
るフォーラムなどを行う野外イベント
です。青年会議所が主催。直接会場へ
時5月29日㈰午前9時30分～午後3
時30分場サンサンロード（曙町）、立
飛みどり地区（緑町）ほか問青年会議
所☎（527）1001、市地域文化課・内
線4501

管理栄養士さんの食事と栄養
の話

離乳食後の食事や成長に必要な栄
養のことを学びます対1歳～学齢前
の子どもの保護者(同伴の子どもは1
人まで)時6月27日㈪午前11時～正
午場子ども未来センター師管理栄養
士・小山すみ子さん定15人(抽選)申
6月7日㈫〔消印有効〕までに、往復
はがきに、住所、氏名、電話番号、子

どもの名前と年齢（月齢）、質問事項
等、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「栄養士講
座」係〔〒190-0022錦町3-2-26〕☎
(529)8664へ

シリーズ発達障がい「ママの立
場で」

発達に凸凹がある子育て経験を聞き
ます時6月9日㈭午前10時～正午場
柴崎学習館師学校支援員・小林美穂
さん定25人（申込順）保若干名（1歳
～学齢前）申5月25日㈬から柴崎学
習館☎（524）2773へ

1分1秒を争う赤ちゃん・こども
の緊急事態の手当て

救命・応急手当てを講義と実技で身
につけましょう対市内在住・在勤の
乳幼児の保護者、子育て支援者時6
月19日㈰①午前10時～正午②午後
1時30分～3時30分場子ども未来セ
ンター師応急手当プログラム認定講
師・中村智子さん費500円（材料代）
定各20人（申込順）保①10人程度（1
歳～学齢前）②見守り保育（0歳）申5
月25日㈬午前10時から子ども家庭支
援センター☎（528）6871へ

ファーマーズセンターみのーれ
立川3周年記念セール

新鮮な農産物を取りそろえ、皆さんを
お待ちしています。直接会場へ時6月
9日㈭～11日㈯、午前10時～午後6
時場みのーれ立川〔砂川町2-1-5〕問
産業観光課農業振興係・内線2650
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