
中学校の部活動外部指導員

市立中学校の部活動を技術的に指導
する外部指導員を募集します。応募
者を登録し、必要に応じて学校へ配置
します。学校の要望状況など、くわし
くは市ホームページをご覧ください
▶対象=18歳以上の方（高校生を除
く）▶報酬=1日1,500円（2時間以上）
▶申込方法=履歴書を直接または郵
送で指導課指導係（市役所2階62番
窓口）へ問指導課・内線2486

募集

柴崎サマー学童保育所の利用
申請と事業者の応募を受け付
けます

市は、学童保育所の緊急的な待機児
対策として、平成29年度に一小の教
室を利用し、夏休み期間限定の学童
保育を行う予定です。
●利用申請　4月6日㈭～ 5月17日
㈬に子ども育成課（市役所1階23番
窓口）、各学童保育所で受け付けます。
申請書等は4月1日㈯から市ホーム
ページでダウンロードできるほか、4
月6日㈭から子ども育成課（市役所1
階23番窓口）、各学童保育所でも配布
します。
●事業者の募集　これにあわせ、業
務運営委託事業者も募集します。応
募資格、応募手続き等、くわしくは市
ホームページをご覧ください。
問子ども育成課子ども育成係・内線
1300

子育てについて一緒にお話し
しませんか

子ども家庭支援センターには、コー
ヒーなどを飲みながら気軽におしゃ
べりできる自由な場所があります。出
産予定の方も大歓迎です。出入り自
由。いずれも直接会場へ。
●双子・三つ子のママ・パパおしゃべ
り会　多胎児の親にしか分からない
悩みを共有し、子育ての工夫や方法
を探してみませんか時毎月第1火曜日
（1月のみ第2火曜日）、午前10時～
正午場▷6月・12月=西砂学習館▷9
月・3月=砂川学習館▷上記以外=子ど
も未来センター費1回50円（茶菓子代。
西砂学習館、砂川学習館開催時のみ）
●ひとり親で頑張っているママ・パパ
のおしゃべり会　ひとり親の方や、そ
の関係者の自由な語らいの場所です
時毎月第3土曜日、午後2時～4時場
子ども未来センター費1回100円（茶
菓子代）
●お子さんの発達が気になる方のお
しゃべり会　「子どもとの関わり方が

わからない」「ほかの子と違うかな」と
いう思いを持っている方、一人で抱え
込まずに、一緒にお話ししませんか時
毎月第3火曜日、午前10時～正午場
子ども未来センター費1回100円（茶
菓子代）保若干名（1歳～学齢前）
問子ども家庭支援センター☎（528）
6871

出張・出前子育てひろば

「子育てひろば」は、以下の会場で「出
張・出前子育てひろば」を実施してい
ます。いずれも直接会場へ。なお、こぶ
し会館で実施していた出張子育てひ
ろばは、3月末で終了します対0歳～
学齢前の子どもと保護者問子育て推
進課子育てひろば担当☎(528)4335

春休み・クッキー作り講座

クッキー作りを通して、交流しましょ
う対小学生以上の方（小学2年生以
下は保護者同伴）時3月29日㈬午後
1時～5時場柴崎学習館師生涯学習
市民リーダー・井口あつ子さん費100
円（大人のみ）定20人（申込順）申3
月25日㈯から柴崎学習館☎（524）
2773へ

春休み16ミリ映画会

短編アニメ-ションを常時上映しま
す。作品はお楽しみ。出入り自由。直

接会場へ時▷3月29日㈬・31日㈮、午
前10時～正午▷4月4日㈫・5日㈬、午
後1時30分～3時場柴崎学習館定各
30人（先着順）問柴崎学習館☎（524）
2773

宝くじ文化公演～親子で楽し
むオーケストラ 東京交響楽
団ファミリーコンサート

0歳から鑑賞できるオーケストラ。ご
家族そろってお楽しみください。出演
は、指揮・角田鋼亮、歌・はいだしょう
こ、管弦楽・東京交響楽団。自治総合
センターと共催時3月31日㈮午後3
時開演場たましんRISURUホール大
ホール費全席指定2,000円、3歳以
上高校生以下1,000円、3歳未満は
無料（保護者の膝上での鑑賞）※宝く
じの助成による特別料金問たましん
RISURUホール☎（526）1311

粘土絵をつくろう！

財団キッズワークショップvol.56。5
月20日㈯～28日㈰開催の「たちかわ
アートギャラリー展」特別企画。凸凹
した紙に色粘土で形を作って貼り、半

立体の絵を作ります対小学生（小学
3年生以下は保護者同伴）時4月23日
㈰午前10時30分～午後0時30分場
子ども未来センター師画家・須惠朋子
さん費500円（材料代）定20人（抽選）
申4月10日㈪までに「立川市地域文化
振興財団」のホームページからメール
フォームで同財団☎（526）1312へ

子ども・子育て

問生活安全課生活安全係
☎（528）4376

東京都市町村民 交通災害共済

交通事故にあった
とき、見舞金が支
給されるよ！

ちょこ助

ちょこっと共済受付中

西立川保育園（富士見町1-18-16）
毎週水曜日〔4月5日㈬、年末年始・祝
日を除く〕、午前10時～11時45分（午前11
時まで受け付け）
柴崎会館（柴崎町1-16-3）
毎月第2・第4木曜日（子育てひろば主催）
午前9時30分～正午、午後1時～3時30分
（各終了30分前まで受け付け）
第1木曜日、第３火曜日（ぱれっと主催）
午前11時～午後 3時 30分
4月 5月 6月以降は、ぱれっ

と主催のひろばのみ
です。くわしくは、ぱ
れっと☎090（4609）
4968にお問い合わせ
ください。

６日㈭
13日㈭
18日㈫
27日㈭

４日（木・祝）
11日㈭
16日㈫
25日㈭

中里公会堂（西砂町5-11-13）
毎週月曜日（年末年始・祝日を除く）、
午前 10 時～正午
曙福祉会館（曙町3-44-17）
毎週金曜日（年末年始・祝日を除く）、
午前 10 時～正午

遊びにおいでよ 児 童 館

富士見児童館 ☎（525）9020

児童館 d
デ

e ランチ「パリパリチーズの
焼きそばピザ」＝4月7日㈮午前11時か
ら、小学生以上、定員15人、有料
●ふじみじどうかん探検隊＝4月16日㈰
午前10時から、小学1年生

錦児童館 ☎（525）6684

●入学・進学おめでとうウィーク＝4月17日
㈪～21日㈮、小学生以上

羽衣児童館 ☎（526）2336

●みんピカ☆まつり＝4月12日㈬午後3
時から、小学生以上

高松児童館 ☎（528）2925
●あつまれ！新1年生!!＝4月13日㈭午
後2時から、小学1年生

若葉児童館 ☎（536）1400

●おいで！新1年生！＝4月19日㈬午後3
時30分から

●じどうかん探検タイ＝4月22日㈯午後
2時30分から

幸児童館 ☎（537）0358
●ふれあい動物園＝4月15日㈯午前10
時から

上砂児童館 ☎（535）1557
●児童館においでよ＝4月3日㈪午後2時
から
●あつまれ小学1年生＝4月19日㈬午後
3時から、小学1年生
西砂児童館 ☎（531）0433
●にしすなあそび隊★任命式★＝4月19
日㈬午後2時30分から、小学生以上

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。

マークの催しは
申込制です

各児童館で、入学や進級をした児童が楽しめ
る催しを行います。入学・進級おめでとう !

●1階ギャラリーが4月1日、リニュー
アルオープン　春の訪れとともに、1
階ギャラリーがリニューアルオープ
ンします。たちかわ創造舎で撮影し
たドラマやミュージックビデオなど
の紹介、サイクル関連の書籍や資料
などが自由に閲覧できる、憩いのス
ペースです。今後は企画展示も予定。
直接会場へ

●放課後シアター「よみしばい きげき
リア王」　子どもも大人も楽しめる演
劇公演。シェイクスピアの有名な悲劇
を楽しく分かりやすくした『きげきリ
ア王』を上演します。直接会場へ時4
月25日㈫午後4時30分～5時10分費
400円（中学生以下200円、3歳以下
無料。子どもが無料で観劇できる「あ
しながチケット」あり）

場たちかわ創造舎（旧多摩川小）
☎（595）6347
HP「たちかわ創造舎」で検索

4月25日㈫は休館日です。
たまみらでカラオケを楽しもう!　

対3人以上のグループ（中学生以下
は保護者同伴）時4月の毎週水曜日、
午前9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。4月1日㈯までに〕
よさこいソーラン鳴子踊りの講習

　対中学生～70歳くらいの方（中学
生以下は大人が同伴）時4月8日・22
日の土曜日、午後7時～8時30分費
1,000円程度 （イベント出演時の衣
装代）〔申込制。4月1日㈯までに〕
●ミニトマの木「子育てひろば」　対
乳幼児と保護者時 4月の毎週金曜
日、 4月9日・23日の日曜日、午前11
時～午後3時
ウクレレ英語リトミック　対2歳～
小学校低学年時4月13日・27日の木

曜日▶2歳～未就園児=午前11時か
ら▶年少=午後3時45分から▶年中
～小学校低学年=午後4時45分から
（各45分間）費1回800円（教材代）
定各10人〔申込順。前日までに〕
プラモデル作り教室　ミニ四駆

サーキットあり対小学生以上時4月
23日㈰午前9時30分～午後3時30
分費1,000円程度（プラモデル代。持
ち込みの場合は無料）定10人〔申込
順。前日までに〕
●みんなのサロン健康体操・みんな
で軽食を作りおしゃべり交流会　対
高齢者向き時4月15日㈯午前10時
～正午費100円（食材代） 
染色と卓上はたおり　時4月7日㈮

午前11時～午後3時30分（機織りは
午後1時～3時）費1回1,000円（材料
代。別途入会金1,000円）定20人〔申
込順。前日までに〕
●おはなしたまごのおはなし会　対
②は乳幼児と保護者時4月23日㈰①
午後1時から（さぼう）②午後1時30
分から（子育てひろば）

たまがわ・みらいパークの催し

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

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

6平成29年（2017年）3月25日


