
夏休みに向けた楽しい企画がいっぱい！
自由研究にもどうぞ。

夏休みがやってくる!
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親子ではじめてのプログラミング

IchigoJamという
入門基盤を組み立
て、ゲーム作りなどを
通じてスマートフォ
ンや携帯電話の仕組みを学びます対
小学生時7月23日・30日の日曜日、午
前10時～正午（全2回）場高松学習

館師元システムエンジニア・梅田茂
之さん費2,000円（教材費）定6組（申
込順）申6月27日㈫から高松学習館☎
（527）0014へ

親子で作ろう！
かんたんトランジスタ・ラジオ

ラジオの仕組みや電波をキャッチす
る原理を組み立てながら学びます。企
画・運営は生涯学習市民リーダーの
会対小学3年生～中学生と保護者（中
学生は単独参加可）時7月23日㈰午

でに、はがき（62円）に「見学会参加
希望」、参加希望日、参加者全員の住
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を
書いて、東京たま広域資源循環組合
「夏休み処分場見学会」係〔〒190-
0181西多摩郡日の出町大字大久野
7642番地〕☎（597）6152へ

国立国語研究所一般公開
「ニホンゴ探検2017」

1回30分の「ことば
のミニ講義」、辞書
引きやゲームコー
ナーのほか、歴史
民俗資料館の出
張ワークショップ
を開催します。直
接会場へ時7月15日㈯午前11時30
分～午後4時場国立国語研究所（緑
町10-2）問国立国語研究所☎（540）
4300、市歴史民俗資料館☎（525）
0860

図書館使いこなし術 小・中学生編

申いずれも6月27日㈫から中央図書
館☎（528）6800へ
●小学生編「本のたんて
い修行」　本探しのコツ
を、クイズや館内見学を
交えて楽しく学びます対
小学4年～6年生時7月27日㈭午後1
時30分～4時場中央図書館定6人（申

後1時～4時場砂川学習館師第1級ア
マチュア無線技士・井出浩夫さん費
1,000円（材料代）定10組20人（申込
順）持作品を持ち帰る袋申6月27日㈫
から砂川学習館☎（535）5959へ

七夕の飾り付けをしましょう

願いごとを短冊に書いて、七夕の笹に
飾りましょう。直接会場へ時7月1日㈯
～7日㈮、午前9時～午後4時30分〔3
日㈪を除く〕場歴
史民俗資料館、川
越道緑地古民家園
問歴史民俗資料館
☎（525）0860

夏休み木工教室
「竹とんぼを作って飛ばそう！」

道具の安全な使い方も学びます対小
学生（小学2年生以下は保護者同伴）
時7月25日㈫午前10時～正午場錦学
習館師生涯学習市民リーダー・大根
田和美さん定20人（申込順）申6月27
日㈫から錦学習館☎（527）6743へ

夏休み木工教室「竹の花びん作り
～ペン立てにもなるよ!!」

伝統の素材を使ってものづくりに挑
戦します。自由に飾りつけができます
対小学生時7月26日㈬午前10時～
正午場幸学習館師生涯学習市民リー
ダー・大根田和美
さん費100円（材
料代）定15人（申
込順）申6月27日
㈫から幸学習館☎
（534）3076へ

込順。市内在住・在学の方を優先）
●中学生編「あなたも一日図書館員」
　図書館の仕組みや仕事の裏側を、
実習を交えて楽しく学びます対中学
生時7月28日㈮午前9時～午後3時
場中央図書館定4人（申込順。市内在
住・在学の方を優先）

立川文庫連40周年記念講演会
「なぜ本を読むの？～こころ豊かに
生きるために」

人はなぜ本を読むのか、本の役割、読

たちかわエコパートナー講座
「光に集まる虫を見よう！」

夜間、白い布を灯りで照
らして、集まる昆虫を観
察し、昆虫とふれあう楽
しさを体験します。くわ
しくは市ホームページを
ご覧ください対市内在住・在勤・在
学の方時7月17日（月・祝）午後7時～
9時場たまがわ・みらいパーク（旧多
摩川小）師グループ多摩虫・中村清
さん定20人（申込順）申電話、または
「光に集まる虫を見よう！」、住所、氏
名、電話番号を書いて、Eメールで環
境対策課環境推進係・内線2244 e

kankyoutaisaku@city.tachikawa.
lg.jpへ

書の大切さ、言葉
の力について『ゲ
ド戦記』などの翻
訳者である講師に
お話を聞きます対
中学生以上時7月
30日㈰午後2時～
4時場女性総合センター師翻訳家・
清水眞砂子さん定80人（申込順。市
内在住・在勤・在学の方を優先）申6
月27日㈫から中央図書館☎（528）
6800へ

　「いきいきたちかわ出前講座」は、市民の皆さんが行う自主的な学習
会等に市職員を派遣し、市の仕事について説明・解説を行う制度です。
地域生活を豊かにする学習の機会としてご利用ください。
●対象　市内在住・在勤・在学の方で構成するおおむね10人以上の団
体・グループ。
●講座の内容　右表の各テーマについて説明・解説を行います。テーマ
以外の講座を希望する場合は、各担当課にご相談ください。
●開催日時　平日の午前10時～午後９時の間で90分以内。土曜・日曜
日、祝日の開催は、担当課にご相談ください。
●開催会場　主催する皆さんで市内の会場の手配や準備をお願いしま
す。なお、地域学習館などの市施設で実施する場合は使用料が無料にな
りますので事前に担当課にご相談ください。
●費用　無料ですが、内容によっては材料等の実費を負担していただく
場合があります
●申込方法　日程や場所・講座内容等を開催２か月程度前に担当課と相
談の上、お申し込みください。
●お願い　出前講座は苦情や陳情等をお受けする場ではありません。ま
た、営利・宗教・政治活動等を目的とする場合は対象になりません。
　くわしくは、市政情報コーナー（市役所３階）、生涯学習情報コーナー
（女性総合センター１階）、各地域学習館で配布する「いきいきたちかわ
出前講座ガイドブック」、または市ホームページをご覧ください。

市
政
運
営

１ 総合計画について～総合計画の概要 企画政策課 内線2158

2 たちかわ創生総合戦略について～たちかわ創生総合戦略の概要 企画政策課 内線2158

3 知りたい！聞きたい！「市の財政」～ともに考えよう立川市の財政 財政課 内線2671

4 立川市の経営改革を知る～これまでの取り組み、そしてこれから！！ 行政経営課 内線2160

5 どうして公共施設は古いのか？～公共施設老朽化問題とその取り組み 行政経営課 内線2160

6 「情報公開」って何？～制度の利用のしかた 文書法政課 内線2150
7 市議会のしくみと活動～市民の暮らしと市議会 議会事務局 内線3115

8 選挙のしくみ～よりよい社会づくりの第一歩 選挙管理委員会
事務局 内線1631

9 協働によるまちづくり 協働推進課 内線2152
10 監査って何だろう？～監査の仕組み 監査委員事務局 内線2170

11 立川市のコンプライアンス推進に向けた取り組み
人材育成推進担
当課 内線2146

市
民
生
活

12 立川市の男女平等参画について～第６次男女平等参画推進計画について 男女平等参画課 ☎（528）6801

13 マイナンバー制度の概要～マイナンバーを安心して正しく使うために 情報推進課 内線3100

14 市税講座～わかりやすい税金の基礎知識 課税課 内線1100

15
納税が支える私たちの暮らしと活力あふれる
まち立川～もし、期限までに納められないと
きには…

収納課 内線1105

16 これからの防災対策について～その日のために！地域で取り組む防災まちづくり 防災課 内線2535

17 ひとりで悩まず、まず相談！～消費者被害の事例と対応策について 生活安全課 ☎（528）6801

18 元気が出る産業振興の話～今、たちかわの産業がおもしろい 産業観光課 内線2154

19 がんばってます、立川農業～立川産をごひいきに！産業観光課 内線2154

20 守っていますか自転車のルール～自転車の交通事故をなくそう 交通対策課 内線2108

番号 講座名 担当課 連絡先 番号 講座名 担当課 連絡先

いきいきたちかわ
出前講座のご利用を

問生涯学習推進センター☎（528）6872

番号 講座名 担当課 連絡先

文
化
・
観
光

21 文化芸術のまちづくり～市民とともに進める文化芸術のまち立川 地域文化課 内線4500

22 観光立川の魅力～都市型観光都市「立川」ブランド構築に向けて 産業観光課 内線2154

23 立川の魅力を発信してみませんか？～シティプロモーションを考えよう 広報課 内線2166

24 文化財保護と立川の文化財～文化財はどのように守られているかご存知ですか？
生涯学習推進セ
ンター ☎（528）6872

子
育
て
・
子
ど
も
支
援

25 夢育て・たちかわ子ども21プランと子ども支援～子どもたちの笑顔があふれ、歓声が聞こえるまちに… 子育て推進課 内線1125

26 子育て中の保護者のみなさん、ぜひご利用ください～途切れ・すき間のない子ども支援をめざして
子ども家庭支援
センター ☎（528）6871

27 地域の中で「子育て支援」～地域における子育て支援と保育園の役割 保育課 内線1115

28 親子で絵本を楽しもう～絵本の紹介と読み聞かせのアドバイス 図書館 ☎（528）6800

29 読み聞かせ入門～わが子のクラスで絵本を 図書館 ☎（528）6800

30 放課後居場所づくり事業～地域の力で、子どもたちに居場所を！ 子ども育成課 内線1110

31 子ども・若者の自立支援について～ネットワークを活用した自立支援の取り組み 子ども育成課 内線1110

保
険
・
福
祉

32 健康保険制度について～わかりやすい国保・後期高齢者医療制度 保険年金課 内線1390

33 障害者差別解消法への理解を深め共生社会をつくりましょう！ 障害福祉課 内線1155

34 高齢者が住み慣れた地域で生活を続けるためにみんなで支え合う～よくわかる高齢者サービス 高齢福祉課 内線1473

35 新しい総合事業（要支援のサービス）～いつまでも私らしく地域で暮らすために 高齢福祉課 内線1472

36 健康体操のすすめ～健康寿命を5歳伸ばすために！高齢福祉課 内線1472

37 認知症予防～脳トレ（脳のトレーニング）で、認知症を予防しましょう！ 高齢福祉課 内線1472

38 在宅医療と介護の連携～多死時代の医療と介護の連携 高齢福祉課 内線1472

39 地域の助け合いによるまちづくり～2025年に向けての取り組み 高齢福祉課 内線1472

保
険
・
福
祉

40 よくわかる介護保険～サービス利用と費用負担の仕組み 介護保険課 内線1440

41 自分で、仲間で、地域で取り組もう健康づくり！～健康づくり教室と健康事業のご案内 健康推進課 ☎（527）3272

42 地域福祉を考える～ふれあいと支え合いによる地域づくり 福祉総務課 内線1150

環
境
・
衛
生

43 私たちの身近な環境問題について～地球にいいこと、考えよう！ 環境対策課 内線2104

44 ごみをつくらないライフスタイルに転換しよう～目指せ！２Ｒ（発生抑制、再使用）を意識した行動 ごみ対策課 内線6756

45 清掃工場ってどんなところ～燃えるごみはどうなるの？ 清掃事務所 ☎（536）2921
46 下水道のはなし～水環境と下水道の役割 下水道管理課 内線2100

ま
ち
づ
く
り

47 立川市都市計画マスタープラン～まちづくりのための計画を学びませんか？ 都市計画課 内線2118

48 地区計画とは～みんなで考えるまちづくり 都市計画課 内線2118

49 景観からのまちづくり～あなたのまちから始めませんか？ 都市計画課 内線2118

50 人にやさしい道路づくり～道路を作る・使う・管理する 道路課 内線2120
51 立川の「みどり」～「みどり豊かな立川」をめざして！ 公園緑地課 内線2106

教
育

52 児童生徒の健康と安全～学校保健安全法ってなに？ 学務課 内線2136

53 市立小・中学校の教育施策について～学校・家庭・地域で進める教育 指導課 内線2134

54 給食からの食育～食のちからは子どものちから～うまくてやすい、バランスの取れた献立作りに挑戦 学校給食課 ☎（529）3511

生
涯
学
習

55 楽しい広報紙の作り方～レイアウトから文章、写真まで 広報課 内線2166

56 スポーツしてますか？～立川のスポーツ施設とスポーツ施策 スポーツ振興課 ☎（529）8515

57 図書館の上手な利用の仕方～知っていると便利な図書館のいろいろなサービス 図書館 ☎（528）6800

58 講座の企画立案方法～講座を企画してみませんか？
生涯学習推進セ
ンター ☎（528）6872

59 生涯学習からはじまるまちづくり～いきいきとした学び、広げませんか？
生涯学習推進セ
ンター ☎（528）6872

にしすなホラーハウス～戦慄の２DAYS

すべて申込制（申込順）。このほかの催
しは、市ホームページをご覧ください。
●まんぼうまつり　綿あめやヨーヨ
ー釣り、ゲームコーナーなど対・時7
月15日㈯①乳幼児＝午前10時30分
～11時30分②小学生＝午後1時30
分～4時30分場錦児童館費100円
(チケット代)定①50人②250人申錦
児童館☎（525）6684へ
●児童館に泊まろう（富士見）　対・
時▷小学1年･2年生＝7月21日㈮午

後2時～22日㈯午前9時▷小学3年
生～中学3年生＝7月28日㈮午後2時
～29日㈯午前9時場富士見児童館費
500円(参加費)定各30人申富士見
児童館☎（525）9020へ
●児童館に泊まろう（上砂）　対小学
生時7月28日㈮午後3時～29日㈯午
前8時45分場上砂児童館費1,000円
(参加費)定▷小学1年～3年生＝20
人▷小学4年～6年生＝20人申上砂児
童館☎（535）1557へ

遊びにおいでよ 児 童 館

ピックアップイベント

7月25日㈫は休館日です。
●たまみら朝市　新鮮野菜の直売と
フリーマーケット時7月16日㈰午前
10時～正午（売り切れ次第終了）
夏休みたまみら♥子ども食堂　対

小学生～中学生時7月24日㈪～8月
4日㈮、午前10時～午後2時〔土曜・
日曜日を除く〕費100円 （材料代）定
各25人〔申込順。7月1日㈯～10日㈪
に〕持三角巾、エプロン、タオル
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8月6日㈰、8月の毎
週水曜日▷午前9時30分～午後0時
30分▷午後1時～5時費1時間500
円定各1組〔抽選。7月1日㈯～5日㈬
に。8月6日㈰は親子優先〕
日曜絵画教室　時7月9日㈰午後1
時30分～3時定15人程度〔申込順。
前日までに〕

プラモデルづくり教室　対小学生
以上時7月23日㈰午前9時30分～午
後4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人程度〔申込順。前日までに〕
●ミニ四駆サーキット開放　対小学
生以上時7月23日㈰～8月4日㈮、午
前9時30分～午後4時30分持ミニ四
駆、単三電池
ミニトマの木「ベビーボンディング」

対3か月～7か月の乳児と保護者時
7月26日㈬午前10時30分～正午費
200円（オイル代）定10組〔申込順。7月
3日㈪～17日（月・祝）に〕持バスタオル
●陶芸教室～コップに描いた絵が光
る　時7月27日㈭・29日㈯、午後1時
～3時30分持エプロン
のびのび健康体操　対 65歳以

上の方時 7月7日・14日・21日の金
曜日、午前10時～正午（全3回）費
1,000円（受講料）定15人〔申込順。7
月6日㈭までに〕持飲み物
●ふれあいサークル　高齢者向けの
軽めの体操、脳トレゲーム、おしゃべ
り交流時7月8日㈯午後1時30分～3
時30分費50円（お菓子代）

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

初日は子どもが、2日目は保護者や地域ボランティアなどが
中心となってお化け屋敷を企画･運営します。どんなお化け
屋敷になるかは当日までのお楽しみ。暑い夏の日に、ゾクゾ
クと背筋が凍る体験をしませんか。大人の参加者を募集し
ています。申込方法等くわしくは、お問い合わせください。
時▷▷7月22日㈯午後２時～５時▷▷7月23日㈰午前10時～午後3時
問西砂児童館☎（531）0433

ごみのゆくえを知ろう！
「夏休み処分場見学会」

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（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4
日㈮②8月18日㈮場①八王子市戸吹
クリーンセンター、二ツ塚処分場、谷
戸沢処分場（JR八王子駅「八王子駅
南口」交差点付近集合・解散）②多摩
ニュータウン環境組合、二ツ塚処分場、
谷戸沢処分場（JR立川駅北口から徒
歩約6分「立川北口公園」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18日㈫〔必着〕ま

作る・描く

調べる・見学する調べる・見学する
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