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いっしょに遊ぼ!!お手玉遊び
子どもから大人まで楽しめるお手玉。
脳のリフレッシュにもなります。いろ
いろなお手玉遊びをしてみましょう。
企画・運営は、立川お手玉の会時9月
22日（木・祝）午前10時30分〜正午場
幸学習館師日本のお手玉の会八王子
支部・鈴木幸子さん費300円（材料代。
希望者のみ）定16人（申込順）保若干
名（1歳〜学齢前）申8月25日㈭から
幸学習館☎（534）3076へ

幼稚園子育て教育フェア
立川市私立幼稚園協会が主催。楽し
い催しや体験を通して幼児教育を紹
介します。これから入園を考えている
方、幼稚園に通っていない方なども親
子でご参加ください。直接会場へ時
9月10日㈯午前10時〜午後3時場サ
ンサンロード（曙町）問保育課・内線
1321

情報紙「ほほえみ」vol.52配布
開始しました

情報紙「ほほえ
み」は市内在住
の未就学児が
いる母親たちが
作っている子育
て情報紙。幼稚
園や保育園の
イベントカレン
ダー、園庭開放情報等、子育て中の母
親たちの「知りたい」が満載▶配布場
所=子ども家庭支援センター、子ども
未来センター、子育てひろば、市役所、
幼稚園、保育園、児童館、地域学習館、
市立図書館など問子育て支援事務室
☎（529)8664

立川市の子どもたちの活躍を
お知らせください

市教育委員会は、スポーツや音楽、研
究・発表活動といったさまざまな分野
の全国・関東大会やコンクールで、優
秀な成果を挙げた立川市の子どもた
ちを「広報たちかわ」や市ホームペー

ジで紹介しています。該当する活躍が
あると思われる場合には、大会の内容
や成績を証明できるもの等を用意し
て、指導課までご連絡ください。自薦・
他薦は問いません。ご連絡いただいた
活躍は、11月ごろに「広報たちかわ」
で紹介します。なお、「立川市教育委
員会表彰規程」に該当する場合には、
市教育委員会から表彰されます▶対
象者=市内に在住する小・中学生で個
人または団体▶対象期間=平成27年
度後半〜28年度に実施された大会等
における活躍▶募集期限（1次募集）
=9月30日㈮まで。その後も随時ご連
絡ください問指導課・内線2486

子ども未来センターのコミュニ
ティプログラム

くわしくは子ども未来センターのホー
ムページ HP h t t p : / /
t-mirai.com/をご覧く
ださい。右2次元コード
からアクセス可。
●「14ひきのあさごはん」親子でカラ
ダあそび&バードコールづくり 対4
歳以上の子どもと保護者時9月4日㈰
午前11時〜午後0時30分場たましん
RISURUホール費1組1,000円（材料
代。1人追加ごとに500円）定20組（申
込順）申電話、または全員の氏名（ふ
りがな）、参加人数（大人、子どもに分
けて）、子どもの年齢、電話番号、メー
ルアドレスを書いてEメールでドロッ
プ・渡辺さん☎090（4528）3208 e

playunit.drop@gmail.comへ
●リトルパンダ〜ハンナと英語であそ
ぼう 対3歳以下の子どもと保護者
時9月7日・21日の水曜日、午前10時
30分〜午後0時30分場子ども未来セ
ンター師ネイティブ講師・ハンナ・ガ
ルベスさん費1組1回1,250円（材料
代など）定各10組（申込順）申開催日
の2日前までに、全員の氏名（ふりが
な）、子どもの年齢、電話番号、メール
アドレスを書いてEメールでリトルジ
ラフ・松村さん☎090（1418）2330 e

littlepanda.ec@gmail.comへ
●Alive English〜音楽で「英語の魅
力」に触れよう 対18歳以上の方時9
月10日㈯午後2時〜3時30分場子ど

お知らせ

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9月13日
㈫午前10時〜11時場子ども未来セ
ンターくるりん子育てひろば師立川
消防署錦町出張所の皆さん定15組
(抽選)申9月1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

親子コンサート♪
いろいろなジャンルの曲をさまざまな
楽器で演奏します。聴いて歌って親子
で楽しみましょう。出演は「虹の音楽
隊」対市内在住の2歳〜学齢前の子ど
もと保護者時10月1日㈯午後2時30
分〜3時15分場子ども未来センター
定25組(抽選)申9月10日㈯〔消印有
効〕までに、往復はがきに住所、氏名
(参加者全員。子どもは生年月日も)、
電話番号、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
「親子コンサート」係〔〒190−0022
錦町3−2−26〕☎(529)8664へ

セクシャルヘルス講座「小さな
子どもたちへの性教育」

命や性にかかわる子どもたちからの
質問に対し、大人がどう答えるか。そ
のヒントを紹介し、将来子どもたちの
自己肯定感を育てていけるよう一緒
に考えます対0歳〜小学生の子ども
の保護者（子ども同伴可）時10月12
日㈬午前10時30分〜11時30分場子
ども未来センター師医師・丸橋和子さ
ん定20人(申込順)申8月25日㈭午前
10時から子育て支援事務室☎（529）
8664へ

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●8月29日〜31日（FⅠガールズ・第8
回山口健治杯・日本名輪会カップ）
●9月1日〜4日（岐阜記念を場外発
売）

子ども・子育て

とんからりん染色部 時9月2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。8月31日㈬までに〕

十文字自彊術 時9月2日〜23日
の金曜日、午後1時30分〜3時（全4
回）費2,000円(参加費)〔申込順。8
月31日㈬までに〕
●竹細工 時9月6日〜20日の火曜
日、午前10時〜午後4時

みんなのサロン 時9月17日㈯午
前10時〜正午費100円(食材代)定
50人〔申込順。前日までに〕

プラモデル作り教室 プラモデル
を持参し作り上げます対小学2年生
以上時9月25日㈰午前9時30分〜午
後3時30分定10人〔申込順。前日ま
でに〕※ミニ四駆サーキットはお休み

日曜絵画教室 時9月25日㈰午後
1時30分〜3時定10人程度〔申込順。
前日までに〕

たまがわ・みらいパークの催し

●たまみら朝市 時9月18日㈰午前
10時〜正午（売り切れ次第終了）

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9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。9月1日㈭までに〕
●ミニトマの木「子育てひろば」 対
乳幼児の保護者時毎週金曜日、9月
11日・25日の日曜日、午前11時〜午
後3時

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15人〔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
●もうすぐ敬老の日だよ!全員集合!!＝9
月10日㈯午前10時から

●もどっておいでよブーメラン&とんで
けフリスビー＝9月23日㈮・24日㈯午
後2時から

羽衣児童館 ☎(526)2336
●清涼祭〜おつかれサマー2016〜＝9
月3日㈯午後1時から、有料

●敬老の日工作＝9月15日㈭・18日㈰午
後1時から

高松児童館 ☎（528）2925
●グリーンサポート隊＝9月10日㈯午後
2時から、定員15人
卓球大会＝9月17日㈯午後2時から、
定員30人

若葉児童館 ☎（536）1400
●お楽しみ工作＝9月6日㈫〜18日㈰午
後3時30分から

●防災訓練〜必ずくるその時のために〜
＝9月11日㈰午後3時30分から

錦児童館 ☎（525）6684
星空教室＝9月17日㈯午後5時30分か
ら、小学生以上、定員30人

幸児童館 ☎（537）0358
●おばけやしき＝9月10日㈯・11日㈰午
前10時から
はっぴー☆ランチクッキング＝9月17
日㈯午前10時から、有料、定員20人

上砂児童館 ☎（535）1557
●上砂児童館・上砂図書館祭り＝8月27
日㈯午後1時から、有料
親子で行こう!六都科学館!!＝10月16
日㈰午前9時から、小・中学生と保護
者、有料、定員20組

西砂児童館 ☎（531）0433
ベビーマッサージ＝9月15日㈭午前
10時30分から、生後3か月〜8か月の
乳児と保護者、有料、定員10組
児童館に泊まろう＝9月18日㈰〜19日
（月・祝）午後4時から、小学2年〜6年
生、有料、定員20人

全市一斉マイバッグ運動協力
店を募集

燃やせるごみの減量に向けた取り組
みの一環として、「全市一斉マイバッ
グ運動」を3R（リデュース・リユース・
リサイクル）推進月間〔10月1日㈯〜
31日㈪〕にあわせて実施します。この
運動はマイバッグ持参での買い物を
推進し、レジ袋の削減や簡易包装へ
の協力を呼びかけるものです。実施に
あたり、啓発運動に協力いただける店
舗を募集します。
●応募方法 8月25日㈭〜9月20日
㈫に電話か、店舗名・所在地・代表者
氏名・電話番号を書いてファクス、E
メールで、ごみ対策課・内線6748Fax

（531）5800 e gomitaisaku@city.
tachikawa.lg.jpへ

も未来センター費800円（資料代、お
茶菓子代）定10人（申込順）持英和
辞書（スマートフォンや電子辞書以
外）申9月9日㈮までに、氏名、参加人
数、連絡先を書いてEメールで音楽地
図・長谷川さん☎080（3351）1205 e

rocklyrictree@gmail.comへ


