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子ども・子育て
親子料理教室
「自由に作ろう!!
オリジナルピザ」

子育て中の方のための就職に
役立つパソコン講習
市とマザーズハローワーク立川の共
再就職を目指してい
催 対 子育て中で、
る方（ほかに要件があります。お問い
合わせください）時９月11日㈪〜15日
㈮、
午後１時15分〜５時
（全5回）場 女
（申込順）保 18
性総合センター 定 20人
人（１歳〜学齢前）申８月22日㈫から
直接、
マザーズハローワーク立川
〔曙

生地からこねて、
オリジナルのピザを
作って食べましょう対 市内在住の小
学生と保護者 時８月24日㈭午前10時
〜正午 場 学校給食共同調理場 費１組
（抽選）持 上履
500円
（材料代）定 20組
き、
エプロン、
三角巾、
タオル 申８月17
日㈭
〔必着〕
までに、
往復はがきに住所、 町2‑7‑16鈴春ビル５階〕☎（529）
親子の氏名、
子どもの学年、
電話番号、 7465
〔午前10時〜午後６時〕
へ
返信用宛先を書いて、学校給食共同
子どもが安心して自立するコ
調理場
（〒190‑0015泉町1156-14）
内線6811へ

にしきこども映画会「ペット」
飼い主さんが出かけ
たら「ペット」たちは
何してるの。
ペットた
ちとニューヨークの
街に出てみませんか。
直接会場へ 時９月６
©2015 Universal
日㈬午後２時15分か Studios.
All Rights
ら場 錦学習館講堂 定 Reserved.
180人（先着順）問 錦学習館☎（527）
6743

音楽ムーブメント

ミュニケーションの極意

教育現場で指導している講師から実
体験に基づく事例を聞きます 対 小学
校高学年〜高校生の保護者 時 9月20
日、
10月18日の水曜日、
午前10時〜正
場 西砂学習館 師キャリア教
午
（全２回）
（申込
育講師・飛鳥井郁枝さん 定 30人
保 若干名
申８月10
（１歳〜学齢前）
順）
日㈭から西砂学習館☎
（531）
0431へ

本好きな子どもに育てるには〜
乳幼児の発達と絵本のかかわり
子どもと本の関わりについての年齢
別講座、第1弾です 対 学齢前の子ども
の保護者やこれから親になる方（市
内在住・在勤の方優先）時９月７日㈭
午前10時〜正午 場 中央図書館 師 元
東京こども図書館司書・浅木尚実さん
定 30人
（申込順）保 若干名（１歳〜学
齢前）申８月10日㈭から中央図書館☎
（528）
6800へ

さまざまな遊具を使って、歌や音楽で
親子遊びを楽しみます 対 市内在住の
１歳６か月以上の子どもと保護者 時
９月12日㈫午前10時30分〜11時30
分 場 子ども未来センター 師 クリエイ
ティブ音楽ムーブメントインストラク
ター・笹原きよみさん 定 15組（抽選）
おもちゃの病院
申８月30日㈬
〔消印有効〕までに、往
１世帯
復はがきに住所、参加者全員の氏名、 壊れたおもちゃを修理します。
２点までで先着40点です。壊れた部
子どもの生年月日と年齢（月齢）、電話
品なども一緒にお持ちください。部品
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「音楽
ムーブメント」係（〒190‑0022錦町
3‑2‑26）
☎
（529）
8664へ

代がかかる場合は実費負担です。直
せないものもあります。直接会場へ 対
市民の方 時８月26日㈯午後１時〜３

子ども未来センターのコミュニティプログラム
申込方法等、
くわしくは、
午前10時〜午後３時〕
●ハッピー＊ソルトアート カラフル
「立川市子ども未来セン
なソルトで夏にぴったりなオブジェを
ター」のホームページを
作ります 時 ８月27日㈰午後２時〜３
ご覧ください
（右上2次元コードからア
クセス可）
時30分 場 たましんRISURUホール 費
問 ほっとハート・松井
●AliveEnglish〜音楽で
「英語の魅
1,000円
（材料代）
力」
に触れよう 洋楽を題材にして英
さん☎070
（6668）
2327
●Rock to the Future〜ロック温故
語表現を学びます 対 18歳以上の方 時
知新 音楽を映像で楽しみながら英
８月19日㈯午後２時〜３時30分 場 子
ども未来センター 費 800円
（資料代、 語や外国文化を学びます 時８月27日
お茶代）問 音楽地図・長谷川さん☎080
㈰午後２時〜４時 場 子ども未来セン
（3351）
1205
ター 費 800円（資料代ほか）問 音楽地
図・長谷川さん☎080
（3351）
1205
●8月のおはなし会 子どもも大人も
楽しめる絵本や紙芝居の読み聞かせ
●にわヨガ〜コチコチになった心と
時 ８月19日㈯午後２時〜３時 場 子ど
体をヨガでゆるめましょう 時 8月28
も未来センター 問 おはなし会森のポ
日㈪午前10時10分〜11時30分 場 子
ケット・山田さん☎090
（8052）
0340
ども未来センター 費 500円（お茶代）
問 東京にしがわ大学・保坂さん☎090
●えいごであそぼう！+ランチ会 親
子で歌などを通して英語表現に親し （8461）
8561
みます 対 ３歳〜小学３年生と保護者
●実践心理学講座 時 ９月の毎週
時 ８月26日㈯午前10時〜11時 場 子
火曜日、午後７時〜９時（全４回）場
費
子ども未 来センター 問 子どもが 憧
ども未来センター 子ども１人につき
500円
（資料代）問 立川子ども劇場・松
れるオトナになろう・川端さん☎090
6880
尾さん☎
（526）
0731
〔火曜・金曜日の （4923）

時 場 女性総合センター 問 生活安全課

日㈰午前10時〜午後４時30分〔昼食

消費生活センター係〔女性総合セン
ター５階〕☎
（528）6801

付き。雨天時はワークショップのみで
午後２時から。清掃は９月10日㈰に
延期〕場 女性総合センター集合 定 30

催し

人（申込順）申「ぴかぴかアートプロ
グラム参加希望」、住所、氏名、電話番

避難訓練コンサート
公演中に災害が発生したと想定して、
コンサート中に避難訓練を行います。
訓練終了後には再び演奏をお楽しみ
いただけます｡出演は立川市吹奏楽
団の皆さん 時９月３日㈰午後１時30
分開演 場 たましんRISURUホール大
ホール 定 400人（申込順）申 直接、電
話、または代表者氏名、電話番号、参
加人数を書いてファクスで、たましん
（512）
RISURUホール☎
（526）
1311Fax
5693へ。
「たましんRISURUホール」
のホームページからも申し込みできま
す問 地域文化課・内線4501

まんがぱーく大市

号、
延期時の参加の可否を書いてファ
クスで、
ファーレ倶楽部事務局・平野
さんFax042（386）4877へ 問 市地域文
化課・内線4501

交通安全講習会
交通事故防止を図るための講習会を
開催します。
日時と会場は下表の通り。
直接会場へ 問 立川国立地区交通安全
協会事務局☎
（522）7259
交通安全講習会
日時
８月29日㈫午後７時から

会場
二小

30日㈬午後７時から

羽衣中央会館

９月１日㈮午後６時から

滝ノ上会館

４日㈪午後６時30分から 錦学習館

ステージショー、
立川産野菜の販売な
ど。子どもたちが遊べるプールもあり

５日㈫午後７時から

柴崎会館

６日㈬午後７時から

九小

ます。直接会場へ。
フリーマーケット
の出店申し込みも随時受け付けてい
ます。
くわしくは、
「立川まんがぱーく」
のホームページをご覧ください 時 ９
月３日・17日の日曜日、午前９時〜午
後３時（小雨決行）場 子ども未来セン
ター芝生広場問子ども未来センター☎
（529）8682

11日㈪午後７時から

上砂会館

13日㈬午後６時から

高松会館

14日㈭午後７時から

さかえ会館

ファーレ立川ぴかぴかアート
プログラム
ファーレ立川アートを楽しみながら
の作品清掃と、ファーレ立川アート
の作者の１人である彦坂尚嘉さんの
ワークショップを行います 対 小学生
以上（小学生は保護者同伴）時９月３

果実品評会と果実と野菜の直
売会
品評会に出展された果実の展示・即
売をします。
あわせて立川産の果実と
野菜の直売も行います。直接会場へ
時９月１日㈮▷即売＝午前11時から
（展示は午前10時50分から）▷果実
と野菜の直売＝午前11時から場▷展
示・即売会＝市役所１階多目的プラザ
▷果実と野菜の直売＝市役所１階屋
外テラス 問 産業観光課農業振興係・
内線2650

イベント
紹介
●ほうかごシアター「よみしばい 西
遊記〜悟空のぼうけん」 子どもも
大人も楽しめる演劇公演。伸び縮み
する棒を武器に、雲に乗って空をか
ける暴れん坊のお話を上演します。
直接会場へ 時 ８月22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）。
９月17日㈰午前11時から、子

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

ども未来センターでも上演。
くわしく
はお問い合わせください。
●たちかわ創造舎限定！自転車４コ
マ漫画展示中 サイクリストである
漫画家・北条晶さんの描き下ろし４コ
マ漫画「月刊ためになる自転車ことわ
ざ」を１階カフェで展示中。たちかわ
創造舎でしか読めない作品です。今
後も毎月新作を展示予定。直接会場
へ。

国立音楽大学主催コンサート＆公開レッスン
申 は申込制。
そのほかは直接会場
へ。申込方法など、
くわしくは「国立
音楽大学」
のホームページをご覧く
ださい 対 小学生以上 場 国立音楽大
学（柏町5-5-1）問 国立音楽大学演
奏センター☎（535）9535、市地域
文化課・内線4502
●国立音楽大学Basicオーケスト
ラ・コンサート 時９月13日㈬午後
６時30分から
●小林研一郎〜オーケストラ公開
講座 時９月27日㈬午後６時15分
から

申 大学院オペラ2017 モーツァル
ト 歌劇「フィガロの結婚」K.492全
4幕 時 10月14日㈯・15日㈰、
午後
２時から費 S席3,000円、A席2,000
円
申 第48回打楽器アンサンブル定期
演奏会 時 10月29日㈰午後４時
30分から費 1,000円
申 聴き伝わるもの、
聴き伝えるもの
―20世紀音楽から未来に向けて―
第12夜「ブーレーズとのレスポンソ
リウム」 時 11月11日㈯午後４時
から費 1,500円
（学生500円）

平成29年
（2017年）
8月10日
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