
ゆったりほっこり わらべうた
＆絵本ライブ　

赤ちゃんから大人まで、ギターの音色
とともにわらべうたや絵本を楽しみ
ます対学齢前の子どもと保護者（大
人のみの見学可）時11月18日㈮午前
10時30分～11時30分場上砂会館師
絵本作家・みなみじゅんこさんほか定
20組（申込順）申10月25日㈫から上
砂図書館☎（535）1531へ

ひとり親家庭支援講座「アン
ガーマネジメント～怒りの感
情と上手に付き合うには」

親も子も気持ちを楽に毎日を過ごす
ことができるように、怒りの感情と上
手に付き合う方法を一緒に学びませ
んか対18歳までの子どもがいるひと
り親家庭の保護者時11月19日㈯午
後２時～4時30分場子ども未来セン
ター師心理療法家・藤山友弘さん定
20組（申込順）保10人程度（見守り保
育）申10月25日㈫午前10時から子ど
も家庭支援センター☎（528）6871へ

病児保育室をご利用ください

お子さんが病気やけがで通園・通学
ができないときなどに、市内２か所の
診療所内にある病児保育室でお子さ
んを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＝
月曜～金曜日、午前８時30分～午後
５時30分（祝日、年末年始等を除く）

利用するには各施設で事前登録が必
要です。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。
●ぽけっと病児保育室　幸町１-11-
３☎（536）7333〔電話受付は月曜～
金曜日、午前10時～午後５時30分〕
●子ども診療所病児保育室ぱおぱお
　錦町１-23-25☎（521）2777〔電
話受付は月曜～金曜日、午前10時～
午後５時30分〕
問保育課保育・幼稚園支援係・内線
1322

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
をご覧ください。右２次元
コードからアクセス可。
●実践心理学講座　対16歳以上時
11月1日～29日の毎週火曜日、午後
7時～9時場子ども未来センター師心
理カウンセラー･川端邦久さん定20
人（申込順）申各実施日の前日まで
に、氏名、性別、年齢、電話番号を書
いて、Eメールで、子どもが憧れるオト
ナになろう・川端さん☎090（4923）
6880 e jissentachikawa@gmail.
comへ
●学び舎のTERACOYA　教員を目
指す大学生講師が勉強を教える「寺
子屋」形式のプログラム（少人数制）で
す対小・中学生（科目により高校生要
相談）時11月3日～24日の毎週木曜
日▶小学生対象＝午後6時20分～7

時30分▶中学生対象＝午後7時30分
～9時（午後7時30分前から来る際も
受け入れ可能）▶高校生対象＝午後6
時20分～9時場子ども未来センター
費1授業につき500円（教材代ほか）
定各8人程度（申込順）持筆記用具、
宿題等の教材申各授業日の2日前ま
でに子どもの氏名・学年、電話番号、E
メールアドレス（パソコンのみ）、希望
時間枠を書いて、Eメールで、Design 
Lab. t.s.d.c.・佐藤さん☎080（3733）
0188 e hello.bokumana@gmail.
comへ
●スポーツ鬼ごっこであそぼう!ハ
ロウィンバージョン☆　対3歳～70
歳ぐらいまで時10月30日㈰午後1
時30分～3時場子ども未来センター
費500円（景品代ほか）申氏名、性
別、年齢、Eメールアドレス、電話番
号を書いて、立川スポーツ鬼ごっこ
部・宮嶋さん☎090（6954）3344 e

tachikawasportsonigokkobu@
gmail.comへ

親子クリスマスコンサート

赤ちゃんが泣いても大丈夫。歌、フ
ルート、ヴァイオリン、ピアノのハーモ
ニーをお楽しみください。出演はソプ
ラノ歌手・片山沙緒里さんほか対0歳
～学齢前の子どもと保護者時12月13
日㈫午後2時30分～3時30分場たま
しんRISURUホール定210人（抽選）
申11月25日㈮〔消印有効〕までに、往
復はがき（１家族１枚）に住所、参加
者全員（5人まで）の名前と子どもの
年齢・月齢、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「親子クリスマスコンサー
ト」係〔〒190-0022錦町3-2-26〕☎
（529）8664へ

土曜ファミリー劇場～おはなし会

市民サークル「おはなしころりん」の
皆さんと一緒に、読み聞かせやペープ
サートなどを楽しみましょう。直接会
場へ時11月26日㈯午前11時～正午

場柴崎学習館定30人（先着順）問柴
崎学習館☎（524）2773子ども・子育て

年末調整等説明会

給与の支払者を対象に平成28年分
年末調整の説明会を開催します。年
末調整関係用紙の配付も行います。
直接会場へ時11月11日㈮▷午前10
時～正午▷午後2時～4時場立川地
方合同庁舎３階共用会議室（緑町4
-2）問立川税務署源泉所得税担当☎
（523）1181

市窓口の都税受付が終了します

東京都都税条例第5条の廃止により、
市窓口の都税受付は平成28年度で
終了します。平成29年4月からは都税
の納付は最寄りの郵便局、金融機関
等をご利用ください。なお、市窓口で
納付できる都税と期間は次の通り▶
個人事業税（第2期）=11月30日㈬ま
で▶不動産取得税=平成29年3月31
日㈮まで問都主税局徴収部徴収指導
課☎03（5321）1111

官公署・その他

平日のおはなし会に来られない方もぜひどうぞ。直接会場へ

　中央図書館は蔵書点検のため、
11月15日㈫～18日㈮に臨時休館
します。他の地区図書館は通常通
り開館しています。また、市民の方
は相互利用協定を結んでいる国
立・昭島・武蔵村山・国分寺・東大和
市の図書館も利用できます（利用

方法・開館日などについては各市の
図書館にお問い合わせください）。
休館中の本の返却は、ブックポスト
（CD、DVD、カセットテープ、都立
図書館などからの借用本は除く）ま
たは地区図書館へ問中央図書館☎
（528）6800

　10月15日・16日にまちを美術館に
見立てた「ファーレ立川アート ミュ

ージアム・デー」が開催され
ました。会場では、彫刻家・
袴田京太朗さんの屋外インス
タレーション（作品展示）やハ
ンドメイド雑貨を販売する
アートマーケット、アプリ
体験ブース、ファーレ立

川アートを鑑賞するガイドツアーな
どが開催され、子どもから大人まで多
くの方が芸術の秋を楽しみました。

催し

国立音楽大学図書館見学＆コ
ンサート

国内屈指の音楽図書館といわれる国
立音楽大学図書館を見学し、オルガ
ン・プレコンサートと第126回オーケ
ストラ定期演奏会を鑑賞します対市
内在住・在勤・在学の方（未就学児は
参加不可）時12月4日㈰午後1時か
ら場国立音楽大学（柏町5-5-1）定
30人（抽選）申11月18日㈮〔必着〕ま
でに、応募者全員（1申し込みにつき
2人まで）の住所・氏名・電話（ファク
ス）番号、在勤・在学の方は勤務先名
か学校名を書いて、ファクスかEメー
ルで地域文化課 Fax（525）6581 e

chiikibunka-t@city.tachikawa.
lg.jp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
わくわくアロマ石鹸＝11月19日㈯午後
2時から、小学生以上、定員16人、有料
世界をまるごとたべよう「中華人民共和
国編」＝11月26日㈯午前11時から、幼児
（保護者同伴）以上、定員16人、有料
錦児童館 ☎（525）6684
勤労感謝の日工作～コルクでなべしき
＝11月16日㈬～18日㈮午後3時から、
小学生以上、定員48人

羽衣児童館 ☎（526）2336
レッツクッキング！～大学いも＝11月
22日㈫午後2時から、小学生以上、定
員20人、有料
●秋のフォトフレーム工作＝11月17日
㈭～20日㈰午後1時から

高松児童館 ☎（528）2925
●子ども会議＝11月9日㈬午後3時30分
から
スポーツ大会～ドッジボール＝11月
12日㈯午後2時30分から、小学生以上

若葉児童館 ☎（536）1400
●スポーツフェスタ＝11月14日㈪～16
日㈬午後3時30分から
●フリスビーで遊ぼう！＝11月24日㈭～
26日㈯午後3時30分から

幸児童館 ☎（537）0358
●出張児童館＝11月14日㈪午後3時か
ら
●スポーツ大会＝11月21日㈪午後3時
から
上砂児童館 ☎（535）1557
べっこうあめをつくろう＝11月13日㈰
午後3時から、小学生以上、定員15人、
有料
作って遊ぼう＝12月3日㈯午後2時か
ら、小学生以上、定員20人、有料
西砂児童館 ☎（531）0433
●ありがとうのココロ工作＝11月15日
㈫～17日㈭午後3時から

●移動動物園＝11月20日㈰午前10時か
ら

子育てひろばを各館で実施しています。　くわしくは各館にお問い合わせください。

場 所 日 時 間 対 象

中央図書館 10月29日㈯
午前11時～11時30分 乳幼児
午後３時30分～４時 幼児～小学校低学年

錦図書館 10月29日㈯ 午前11時～11時30分 ４歳～小学校低学年
多摩川図書館 10月29日㈯ 午後２時～２時30分 幼児～小学校低学年
上砂図書館 10月29日㈯ 午後３時～３時30分 幼児～小学生
若葉図書館 10月29日㈯ 午後３時～３時30分 ４歳～小学生
西砂図書館 10月30日㈰ 午前11時～11時30分 幼児～小学校低学年
幸図書館 10月30日㈰ 午後３時～３時30分 ４歳～小学校低学年
柴崎図書館 11月５日㈯ 午前10時20分～10時50分 乳幼児
高松図書館 11月５日㈯ 午前11時～11時30分 ４歳以上

まち全体が美術館に！ ファーレ立川アート ミュージアム・デー

わくわくホリデーおはなし会

中央図書館の臨時休館袴田京太朗さん
の作品

受け付け） 問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ
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