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子ども・子育て

ごみのゆくえを知ろう!「夏休み
処分場見学会」参加者募集

夏休み恒例の
処分場バス見
学会です。皆
さんが出した
ごみがどのよ
うに処理されているのか、確かめてみ
ませんか。くわしくは東京たま広域資
源循環組合のホームページHPhttp://
www.tama-junkankumiai.com/
をご覧ください対▷多摩地域在住の
小学4年〜6年生と18歳以上の保護者
（2人1組。小学生1人につき保護者1
人が必要）▷多摩地域在住・在勤・在
学の中学生以上の方(なるべく2人1
組で)時①8月5日㈮午前9時〜午後
5時30分②8月19日㈮午前8時30分
〜午後5時15分場①ふじみ衛生組合、
二ツ塚処分場・谷戸沢処分場（JR三
鷹駅北口集合・解散）②西多摩衛生組
合、二ツ塚処分場・谷戸沢処分場（JR
立川駅北口から徒歩6分「曙町2丁目」
交差点付近集合・解散）費1人500円
（昼食代）定各40組80人（抽選）申7
月19日㈫〔必着〕までに往復はがき（1
枚につき2人まで）に「見学会参加希
望」と、参加希望日、参加する方全員
の住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号、携帯電話番号（お持ちの
方）、在勤・在学の方は勤務先名か学
校名、返信用宛先を書いて、東京たま
広域資源循環組合「夏休み見学会」係
〔〒190−0181東京都西多摩郡日の
出町大字大久野7642番地〕☎（597）
6152へ

市民リーダー☆夏休み子ども
教室

企画・運営は生涯学習市民リーダー
の会。費用は全て材料代時7月30日
㈯、時間は下記の通り場女性総合セン
ター申マーク（申込順）は7月11日㈪
から生涯学習推進センター☎（528）
6872へ。そのほかは直接会場へ。
申 拓本　葉の裏の模様ですてきな
アートを作ります対4歳以上時午後2
時30分〜4時定10人持軍手
申水墨画　手本を見ながら宇宙や花

労働者派遣法が改定され1億総活躍社
会を目指して、労働関連法案が大きく変
わります。働く人の生活を法律は守って
くれるのでしょうか時7月16日㈯午後2
時〜4時場女性総合センター師弁護士・
中川瑞代さん費500円（教材費）定20
人（申込順）申馬場さん☎070（3542）
2860
●中学生硬式テニス教室　立川市体育
協会ほかが主催対市内在住・在学の中
学生時7月23日〜8月27日の土曜日、午
前9時〜正午（全6回）場自治大学校テニ
スコート（緑町）費1,000円（会場使用料
ほか）定32人（申込順）申7月16日㈯〔消
印有効〕までに、往復はがきに住所、氏
名、学年、電話番号、在学の方は学校名
を書いて、立川市テニス連盟事務局・山
崎さん〔〒190−0002幸町5−57−5立川

会員募集
●自力整体サークル　自分ひとりで行
う整体を一緒に学びます。腰、肩、首な
どに痛みのある方にお勧めです。１回の
みの参加も可時毎月第4または第3金曜
日、午前９時40分〜11時40分場女性総
合センター月1,000円定20人（申込順）
申関口さん☎（536）1273
●柴崎健康体操　軽快な曲に合わせて
ストレッチや軽いリズム運動を行いま
す時①毎週月曜日、午前10時〜11時
30分②毎週木曜日、午後7時30分〜9
時③毎週金曜日、午後7時30分〜9時④
毎週土曜日、午前10時〜11時30分場
①②子ども未来センター③柴崎会館④
柴崎学習館月2,000円申小佐野さん☎
（524）0430

まちのお知らせ
●日本刀鑑賞入門　日本美術刀剣保
存協会東京多摩支部が主催。日本刀の
取り扱い、見どころなどを学んで、手に
取って鑑賞します。博物館のガラスごし
にみるより美しさを堪能できます時7月
30日㈯午前10時30分〜正午場東部会
公会堂（柴崎町2−4−22）費500円（資
料代ほか）定20人（申込順）申木下さん
☎（523）3955
●憲法から見た労働環境の激変 勉強
会　錦法律を知る会が主催。労働法と

グリーンテニスクラブ内〕☎（536）6798
●大人のための英会話・韓国語入門講
座　国際文化交流協会が主催。見て聞
いて話す。外国人講師と楽しく学びます
時8月5日〜9月23日の金曜日▷英語＝
午後6時〜7時▷韓国語＝午後7時30分
〜8時30分（各全8回）場女性総合セン
ター費5,000円定各15人（申込順）申前
田さん☎090（6489）2803
●吟剣詩舞発表のつどい参加者募集
　立川市吟剣詩舞連盟が主催。市民文
化祭の行事なので、どなたでも参加で
きます。8月31日㈬までに申し込んでく
ださい。1人2舞台です対市内在住・在
勤の方時10月2日㈰午前10時30分開
演場女性総合センター費1,500円（出
吟料、プログラム、弁当代）申圡

ひじ
方
かた

さん☎
（522）7333

この欄の情報の連絡・交渉は当事者間
で。市は関与しません。

などを描きます対小学2年生以上（保
護者の参加可）時午前10時〜11時
30分費500円定15人持習字用筆
申 篆

て ん

刻
こ く

　世界で1つだけのハンコを
作ります対小学生以上（小学3年生以
下は保護者同伴）時午後0時30分〜2
時費300円定20人
申ドキドキ!カレー作り　デザートも
対小学4年生〜中学生時午前10時〜
午後1時費250円定24人持米1合
申 木片でミニオブジェ　音の鳴るオ
ブジェなどを作ります対5歳以上（小
学2年生以下は保護者同伴）時午後0
時30分〜2時費100円定10人
申ちぎり絵　季節に合ったちぎり絵
をうちわに貼ります対3歳以上（4歳
以下は保護者同伴）時午後2時30分
〜4時費500円定20人持のり、はさみ
申 はじめての囲碁　ルールから6路
盤等での対局まで学びます対小学生
以上（保護者の参加可）時午前10時
〜11時30分定20人
申アロマの香り〜シュワシュワバスボ
ムを作ろう　対5歳以上（小学4年生
以下は保護者同伴）時午後2時30分
〜4時費500円定10人
●フリースペース　ぬり絵、折り紙な
ど時午前9時30分〜午後4時

地域活性化講座「夏休み !簡単
子ども料理講座」

シュウマイを使って、簡単においしい
プチ肉まんを作ります。冷たいデザー
トも。イースト菌を使って、小麦粉の
変化も学べます対小学生時8月5日
㈮午前10時〜正午場錦学習館師生
活の知恵を学ぶ会の皆さん費300円
（材料代）定16人（申込順）持エプロ
ン、三角巾、布巾申7月12日㈫から錦
学習館☎（527）6743へ

地域活性化講座「天体観測講座
〜高松の星空を見よう!」

自分たちの住む町の星空を観測しま
す。土星の輪や木星が見られます。ま
た、観測を手伝ってくれる方も募集し
ます対5歳〜中学生（小学生以下は保
護者同伴）時7月26日㈫午後7時〜8
時30分〔雨天中止〕場五小師アマチュ
ア天体観測者・鈴木正平さん定50人
（申込順）持筆記用具申7月12日㈫
から高松学習館☎（527）0014へ

1日体験保育士
夏休みに「子育てひろば」でボラン
ティア保育士を体験してみませんか
対「小さな子どもと遊ぶことが好き」
「保育士になりたい」と考えている小
学生〜高校生時7月19日㈫〜8月31
日㈬のうち、各子育てひろばの開設日
申7月14日㈭午前9時30分から希望
する子育てひろばへ

子育て支援シンポジウム「これ
からの支援のありかた」

子ども支援ネットワーク全体会・第2部
「今までの『当たり前』が通用しない
現実を見すえて」をテーマに、関係機
関や団体とともに考えます。シンポジ
ストは立川児童相談所職員、主任児
童委員、支援ヘルパー派遣事業所職
員、市内小児科医等。直接会場へ時
8月1日㈪午後2時〜3時45分（午後
1時45分開場）場たましんRISURU
ホール小ホール師お茶の水女子大学
准教授（発達臨床心理学）・青木紀久
代さん定200人（先着順）問子ども家
庭支援センター☎（528）6871

西砂こども観劇会「おまつり　
ぴーひゃらどん」

劇団風の子遊び組
が繰り広げる「伝承
遊び」と「昔ばなし」
の数々時8月5日㈮
午前10時〜11時ご
ろ場西砂学習館定
72人（申込順）申7月12日㈫から西砂
学習館☎（531）0431へ

きりえをつくろう！
対小学生時7月27日㈬午後2時〜4
時場高松児童館師立川きりえ友の
会・山川信子さん定20人（申込順）申
7月16日㈯から高松児童館☎（528）
2925へ

平和都市宣言25周年事業〜戦
時下の子どもの暮らしを知ろう

疎開体験等の話を聞き、当時の暮ら
しを学びます対小・中学生時8月22日
㈪午後2時〜3時場高松児童館師元
高松学習館運営協議会会長・伊藤暢
子さん、元中学校教諭・楢崎由美さん
定20人（申込順）申7月16日㈯から高
松児童館☎（528）2925へ

子ども講座「かわいく作ろう★お
いしい！楽しい！ハンバーグ！」

オリジナルのハンバーグ作りに挑戦
します。夏休みの自由研究にもいかが
ですか対小学3年生〜中学生時8月
24日㈬午前10時30分〜午後1時30
分場高松学習館師立川女子高等学校
教諭とクッキング部の皆さん費400円
（材料代）定20人（申込順）持エプロ
ン、バンダナ、タオル申7月12日㈫から
高松学習館☎（527）0014へ

たまみら♥子ども食堂
給食がない夏休みにみんなと一緒に
お昼を作って食べよう。1回限りでも
参加できます。主なメニューは、下表
の通り時▷7月25日㈪〜28日㈭=正
午から▷8月3日㈬〜10日㈬=午前10
時30分から場たまがわ・みらいパー
ク（旧多摩川小）費1回子ども100円、
大人200円（材料代）申7月15日㈮ま
でにたまがわ・みらいパーク☎（848）
4657へ

場所 電話番号
ふじみ子育てひろば
（富士見児童館） ☎（525）9020

にしき子育てひろば
（錦児童館） ☎（525）6684

はごろも子育てひろば
（羽衣児童館） ☎（526）2336

たかまつ子育てひろば
（高松児童館） ☎（528）2925

わかば子育てひろば
（若葉児童館） ☎（536）1400

かみすな子育てひろば
（上砂児童館） ☎（535）1557

なないろ子育てひろば
（女性総合センター１階）

☎（528）4335
ひまわり子育てひろば
（砂川学習館内）
にじっこ子育てひろば
（西砂学習館内） ☎（531）4505

日付 メニュー
７月25日㈪ ナポリタン、野菜サラダ
26日㈫ 三色丼、みそ汁
27日㈬ そーめん、ツナ野菜炒め
28日㈭ オムライス、洋風スープ

８月３日㈬ 冷やし中華、フルーツ
４日㈭ チャーハン、中華スープ
５日㈮ 焼きそば、ウインナー
６日㈯ 肉どうふ、みそ汁
７日㈰ カレーライス、野菜サラダ
８日㈪ 五目ごはん、すまし汁
９日㈫ 焼きビーフン、スープ
10日㈬ 親子丼、みそ汁


