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曙まつり・
曙町祭礼パレード

阿豆佐味天神社秋祭り

★公園内での花火は禁止です。

　公園の利用についての苦情が市に
寄せられています。次のマナーを守
り、皆さんが公園を快適に利用でき
るよう、ご協力ください。
問公園緑地課公園係・内線2268

★夜遅くまで大声で騒ぐなど、公園
の周辺に住んでいる方に迷惑となる
行為はやめましょう。

公園の利用は
マナーを守って

★ペットのふんは飼い主の責任で必
ず持ち帰ってください。
また、動物を怖い
と感じる方もいる
ので、ペットをリ
ードから外して公
園内で放すことは
やめましょう。

★公園内にはごみを捨てずに、必ず
持ち帰りましょう。

8月26日金～28日日

9月18日日

曙町

砂川町

曙町二丁目西町会が主催▶曙まつり＝露
店、みこし、ステージでのダンス、演奏
など時８月26日㈮～28日㈰、午後２時から
（26日は午後５時から露店のみ）場サンサ
ンロード（曙町）▶曙町祭礼パレード＝十
数基のみこしやお囃子、太鼓が練り歩き
ます時・場８月
28日㈰午後６時
にサンサンロー
ドを出発問曙町
二丁目西町会事
務局☎（525）32
22

阿豆佐味天神社秋祭り祭典委員会が主
催。地元の自治会や小学校、農業者と協
力し、神楽や舞踊、民踊、和太鼓等の奉
納演芸会のほか、砂川産直青果祭り等
を実施。五日市街道ではお囃子やみこ
しなどが練り歩きます時９月18日㈰午
前11時～午後５時場阿豆佐味天神社、
五日市街道
問祭典委員
会事務局☎
（536）3215
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7月30日土

8月27日土

富士見町

柴崎町

南富士商店会が主催。岐阜県の伝統芸能
「郡上おどり」など。どなたでも参加でき
ます。商店会で販売している日用品の抽
選会や無料配布も実施。先着100人に記
念品も。直接会場へ。くわしくはお問い
合わせを時７月30日㈯午後４時～７時場
多摩信用金庫富士見町支店駐車場（富士
見町４‒９‒22）問事務局〔滝の上米店〕☎
（522）4019

諏訪通り商店街振興組合が主催。「立川
諏訪祭り」に合わせ、同商店街で利用で
きる商品券が当たる「３店ラリー」大抽選
会を開催。〔７月18日（月・祝）～８月27日
㈯の期間、加盟店を利用してシールを集
め、抽選券として使用〕時８月27日㈯午
後１時から場諏訪通り商店街特設会場
（柴崎町）問
同フェステ
ィバル事務
局〔大丸組
内〕☎（522） 
2210
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羽衣ねぶた祭

羽衣まつり

8月19日金～21日日

8月27日土

羽衣町

羽衣町

東立川商店街振興組合が主催。青森県黒
石市のねぶたや、羽衣町オリジナルの瓢
箪提灯山車ねぶたなど13基が通りを彩
ります。オーキッズ（ダンス）、六小ソー
ラン、黒石よされ、羽三ばやし、和太
鼓、よさこいソーランの友情出演や青森
県と長野県大町市の物産展も時８月19
日㈮～21日㈰、午後６時～９時〔20日は
午後５時から〕場東立川商店街通り問同
祭事務局
☎（528） 
3375

第40回となる羽衣まつり。主催は自治
連羽衣支部。地域の各種団体（23団体）
により、各町会のみこし、東京女子体育
大学ストリートダンス、三中吹奏楽部
演奏、民謡流しなど。また、商店街、
子ども会の模擬店も出店時８月27日㈯
午後４時～８時場羽衣橋～羽衣いちょ
う通り全域
（西友西国
立店前）問
羽衣まつり
実行委員会
事務局☎（5
24）6458
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西砂川地域
ふれあい松明祭り

すずらん夏祭り

8月21日日

8月27日土

西砂町

錦町

西砂川地域ふれあい松明祭り実行委員会
が主催。古くはお盆の迎え火・送り火と
して行われていた伝統行事です。地域の
児童・生徒による演奏や模擬店などもあ
ります時８月21日㈰午後４時～８時場
西砂小（雨天時は体育館）問同祭事務局
〔小玉さん〕☎（531）2872

立川南口すずらん通り商店街振興組合が
主催。商店街の路上３か所での、９組の
「大道芸」公演と、飲食模擬店フードコー
ト。午後７時からは、同路上で立川の
夏の風物詩「民踊流し踊り」を行います
時８月27日㈯午後１時～９時場立川南
口すずらん通り問同祭事務局〔㈱TTM〕☎
（524）5787
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熊野神社例大祭

錦お祭り広場

8月20日土・21日日

8月27日土

高松町

錦町

熊野神社祭り祭典委員会が主催。地元の
自治会や商店街と協力し、奉納演芸（両
日とも午後６時から。境内で）、みこしを
はじめ、山車や太鼓パレード（21日午後
２時から。高松大通りで）などを実施時
▷８月20日㈯＝宵宮。境内出店は午後
３時～９時▷21日
㈰＝例大祭。午前
11時～午後９時
30分場熊野神社、
高松大通りなど問
熊野神社社務所☎
（522）3227

錦商店街振興組合が主催。「遊遊広場」
（ウインズ立川Ａ館とＢ館の間）で輪投
げ、射的などの縁日メニューや各種模擬
店、和太鼓演奏、「ミニSL」乗車会も実
施時８月27日㈯午後５時～８時場ウイ
ンズ立川一帯（錦町１‒３）問同祭事務局
〔北島さん〕☎（524）3190
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立川諏訪祭り
8月26日金～28日日 柴崎町

立川諏訪祭り実行委員会が主催。諏訪神
社境内で奉納相撲や奉納獅子舞を披露す
るほか、地元の自治会や商店街と協力
し、みこし、山車、お囃子、民謡流しな
どが市内を練り歩きます時▷８月26日
㈮＝宵宮のみ▷27日㈯・28日㈰＝午前
11時～午後９時場諏訪神社、諏訪通り
など問同祭
り実行委員
会事務局☎
（522）2968 諏訪神社

諏訪の森公園

諏訪
通り

一小

　お祭り会場周辺では交通
規制を行うことがあります。
また、ごみや吸い殻のポイ
捨て、路上駐輪は禁止され
ています。ご協力をお願いし
ます。

　７月から９月にかけて、市内
各地で多くのお祭りやイベン
トが開催されます。今回は、地
域が主催するお祭りを紹介。
地域の身近なお祭りに、ぜひ
お出掛けください。

性時月2回の原則火曜日、午後2時～4
時場高松学習館月2,000円申伊藤さん
☎090（8462）4827
●太極拳タオの会　太極拳で健康づく
り。初めての方歓迎時毎週火曜日、午後
1時～3時場砂川学習館月2,500円申高
橋さん☎（536）3787
●ダンス羽衣サークル　33年の伝統あ
るサークルです。プロが基本から指導し
ます。未経験者（特に男性）大歓迎対中
高年の方時毎週水曜日、午後7時～9時
場三中体育館入1,000円月3,000円定
3人（申込順）持ダンスシューズ申武藤
さん☎090（6316）8543
●若葉体操会　中国のドクターが考案
した体操をはじめ、ストレッチ、ラジオ体
操を行っています。健康づくりと友好交
流の会です。見学歓迎対20歳以上の方
時月曜～土曜日、午前9時から約40分間

（雨天の日を除く）場若葉公園（若葉町
1-27-1）入1,000円費年会費2,000円
申宮原さん☎（536）8958
●カラオケ・スズラン　カラオケを楽し
く練習しませんか。呼吸法、発声練習、
歌唱指導もあります時毎月第3・第4火

曜日、午後1時～3時場さかえ会館入
1,000円月2,000円定24人（申込順）申
山田さん☎（527）1950
●NHK多摩アマチュアビデオクラブ
　自作のビデオ作品を発表・上映し、
NHKプロカメラマンから撮影・編集の
アドバイスを受けて、ビデオ制作技量
の向上を目指しています。見学歓迎時
毎月第2土曜日、午後1時30分～5時場
NHK西東京営業センター（曙町2-22
-20立川センタービル12階）費年会費
1,500円申菅原さん☎（534）0403
●太極拳同好会みな月　太極拳はゆっ
くりした動作と深い呼吸法で体幹内部
から筋力を鍛え、新陳代謝を高めて脳
を活性化します。年齢や体力に応じて誰
でも取り組めます時月4回の水曜日、午
前10時～正午場さかえ会館入1,000円
月2,500円申藤原さん☎（524）0959
●立川話し方の会　人前で話ができる
ようになりましょう。楽しい仲間が待っ
ています時毎月第1木曜日、午後1時30
分～3時30分場女性総合センター月
500円定20人（申込順）申西原さん☎
090（1797）6200

●気軽にできる男の料理　やってみよ
う男の料理。作ってみなけりゃ分からな
い?食べてみなけりゃ分からない?知っ
ているようで知らない調味料のサシス
セソなど対男性の方時原則毎月第3土
曜日、午前9時～正午場高松学習館入
300円月2,000円定10人（申込順）申江
口さん☎（522）3531
●スポーツ吹矢　年齢に関係なく誰で
も手軽に楽しめるスポーツです。息を
いっぱい吸い込み、的に向かって矢を飛
ばします。運動と健康管理をゲーム感
覚で楽しめます時▷毎週木曜日、午後
3時～6時▷毎週土曜日、午前9時～正
午場練成館月1,000円申下

しもとお
遠野

の
さん☎

（526）1032
●マウナルア・フラ　フラは、踊る人や
見ている人をハッピーな気持ちにして
くれます。先生が基本から丁寧に教えま
す。初めての方大歓迎時毎週月曜日、午
前9時30分～11時30分場上砂会館費
年会費1,200円月1,000円定10人（申
込順）申島村さん☎090（4833）5164
●エンジョイ・ウクレレクラブ　ウクレ
レ片手に、弾いて歌って、仲間づくりを

しませんか。女性講師が分かりやすく
教えます（月2回）。ウクレレ貸し出しあ
り。初心者大歓迎時月4回の水曜日、午
後6時30分～8時場幸学習館費年会費
2,000円（ほかに初回のみ教本代として
1,300円）入1,000円月2,000円申高橋
さん☎090（1056）8252
●立川ソシアルダンスクラブ　個人の
レベルには関係なく、どなたでも会員
相互でレッスンを楽しむサークルです。
見学歓迎時毎週木曜日、午後7時30分
～10時場上砂会館、こぶし会館月500
円（4か月分前納）申中村さん☎（531）
1378
●つづれ会　昔の思い出や最近の出来
事などを書いて合評します。60歳以上
の方歓迎時毎月第3金曜日、午前9時30
分～正午場柴崎学習館月1,500円申山
﨑さん☎（535）8113Fax（537）4690
●柏水泳　女性だけの水泳グループで
す。水に親しみ健康づくりを。楽しくワイ
ワイ泳いでいます。初心者歓迎。体験無
料対女性の方時毎週火曜日、午前11時
～午後1時場泉・柴崎市民体育館プー
ル入2,000円月2,500円定5人（申込順）

申新井さん☎090（8433）1162
●木を植える会　砂川の旧拡張予定地
に木を植え育てています。平和を愛し、
自然の中で作業をするのが好きな団体
です。秋まつりのひろば、梅のひろばを
維持し、草刈り、剪

せんてい
定、遊具作りなどの

作業をします時1～2か月に1回、午前
中場砂川学習館、野外（砂川）月300円
定5人（申込順）申加藤さん☎・Fax（524）
9863
●立川柔道会　柔道を通じて心と体を
鍛えませんか。初心者歓迎。見学や無
料体験もできます（直接道場へ）対小
学生以上の方時毎週木曜・土曜日、午
後7時30分～9時〔祝日は除く〕場練成
館入2,000円月2,000円申進

しん
さん☎090

（1803）1402
●錦文化会 錦ダンスサークル　歴史の
あるダンスサークルです。教師資格フェ
ローの先生が、初めての方はもちろん、
経験者にも丁寧に指導します。1か月無
料体験実施中時毎週木曜日、午後7時
～9時場錦学習館入1,000円月2,500円
申永野さん☎090（4226）5594

まちのお知らせ

●水中ウォーキング教室　立川市水泳
協会が主催。インストラクターの指導
で、水中歩行やエクササイズを行いま
す。心身の健康やリフレッシュに対市内
在住・在勤の60歳以上の方時9月4日～
10月30日の日曜日〔9月11日を除く〕、
正午～午後1時（全8回）場泉市民体育
館プール定15人（申込順）申同協会☎
（519）4115
●実践のためのワンコイン山登り講習
会　東京都勤労者山岳連盟多摩西部
地区連盟が主催。道具、地図読み、ト
レーニング方法などの座学と交流ハ
イキングなど時▷第1クール=8月20日
㈯・27日㈯、9月3日㈯・10日㈯・22日
（木・祝）・24日㈯▷第2クール=10月1日
㈯・15日㈯・16日㈰・22日㈯・29日㈯、

11月3日（木・祝）〔各全6回〕場女性総合
センターほか費各回500円（資料代ほ
か）定各20人（申込順）申野

の ろ
呂さん☎090

（3141）9189
●一味違う!シャンソン、ポップス1日体
験　けいおうシャンソンクラブが主催。
ピアノ伴奏付き歌唱指導のほか、ボイス
トレーニングや音楽表現などあり。思い
出づくりやストレス解消に対70歳以下
の方時7月30日㈯、8月3日㈬、午後2時
～4時場柴崎学習館費1,000円（楽譜代
ほか）定各10人（申込順）申山田さん☎
070（5024）7975

会員募集

●あやめ会　三味線の音色を楽しみな
がら練習している民謡グループです。
三味線を昔やっていた方、新たにやっ
てみたい方、一緒に楽しい時間を過ご
しましょう。見学歓迎時毎月第1・第3
水曜日、午後1時～5時場羽衣中央会館
月1,500円定5人（申込順）申大野さん☎

（522）3088
●大空（介護家族の会）　主に若年性

認知症の方を介護している家族の方に
寄り添い、憩いの場を提供しています。
新しい情報の交換や経験のあるサポー
ターからのアドバイス、勉強会もあり
ます時毎月第3木曜日、午前10時～正
午場鈴木さん自宅（上砂町1-13-1-8
号棟304）費200円（昼食材料代）定5
人（申込順）申鈴木さん☎090（3107）
2064
●こぶし話し方・朗読の会　人前で話
すのが苦手な方。毎回1分間スピーチ
で苦手意識を克服しませんか。朗読で
表現力も養えます対55歳以上の方時
月2回の月曜日、午後1時30分～3時30
分場上砂会館費年会費1,200円（ほか
に講師謝礼など4,000円）定数人（申込
順）申金子さん☎（538）0360
●水墨画友の会　初心者歓迎。簡単
な絵から始められます時毎月第2・第
4土曜日、午後1時～3時場柴崎学習
館入1,000円月1,500円申川﨑さん☎
（524）8971〔午後5時以降〕
●着付け教室「萌黄の会」　着物を一人
で着付けてみませんか。プロ講師が指導
します。見学可対着物に興味のある女

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。


