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子ども・子育て
キッズドリームチャレンジ
2017Step2〜子どもたちが
夢へつなぐフェスティバル
150人の子どもたちがアナウンサー、
警察官など10業種15チームに分か
れ、
２か月間にわたってプロから憧れ
の職業の楽しさや厳しさを学んだ成
果を発表します。
くわしくは
「立川青年
会議所」
のホームページをご覧くださ
い。
直接会場へ時９月17日㈰午前10時
30分〜午後２時30分 場 サンサンロー
（527）
ド
（曙町）問 立川青年会議所☎
1001、
市子育て推進課・内線1340

土曜ファミリー劇場〜にんぎ
ょうげき
人形劇団「コッコ座」の皆さんによる
人形劇「ポン太 ポン吉」
「アナンシと
ご
五 」。直接会場へ 時 ９月16日㈯午前
11時15分〜午後０時15分 場 柴崎学
習館 定 100人（先着順）問 柴崎学習館
☎
（524）
2773

シリーズ発達障がい「ママの
立場で」
発達に凸凹がある子どもの子育て経
験を聞きます 時 10月７日㈯午前10
時〜正午 場 柴崎学習館 師 NPO法人
発達凸凹サポートデザインかたつむ
り・西村南海子さん 定 25人（申込順）
保 若干名（１歳〜学齢前）申 ９月12

日㈫から電話、
または氏名、連絡先を
書いてEメールで、
柴崎学習館☎
（524）
2773 e shibasakigakusyukan@city.
tachikawa.lg.jpへ

ママビクス＆ベビーマッサー
ジ〜ママすっきり・赤ちゃん
にっこり
マッサージを通した赤ちゃんとのふ
れあいと、
ママ向けのゆったり体操で
リフレッシュ&仲間づくりをしましょ
う対 市内在住の２か月〜６か月の乳
児と保護者 時 10月３日・17日、11月
14日・21日、12月５日・19日の火曜日、
午前10時〜正午（全６回）場 若葉会
館 師 育児アドバイザー・瀧昌江さん 費
1,600円（体操用ゴムバンド代）定 15
組（申込順）持 動きやすい服装、バス
タオル、飲み物、大人は裸足（五本指
ソックスでも可）申９月12日㈫から幸
学習館☎
（534）3076へ
こと

こどものためのお箏教室
プロの演奏者による指導で日本の伝
統音楽を始めてみませんか 対 小学３
年生〜中学生 時 10月11日から月３回
程度の水曜日、午後４時〜５時 場 たま
しんRISURUホール 費１人月3,000
円（別途こと爪代等8,000円程度）定
５人（抽選）申９月22日㈮までにお申
し込みください。申込方法等くわしく
は
「立川市地域文化振興財団」
のホー
ムページをご覧ください 問 立川市地
域文化振興財団☎
（526）1312

子ども未来センターのコミュニティプログラム
いずれも 場 子ども未来セ
園児と保護者 時 ９月20日㈬午前10
ンター。
申込方法等、
くわし
時30分〜午後０時30分 費 1,250円
くは、
「 立川市子ども未来
（材料代ほか）問 リトルジラフ・松村
センター」のホームページをご覧くだ
さん☎090
（1418）
2330
さい
（右上２次元コードからアクセス可） ●おやこわらべうたあそび+ランチ会
対 乳幼児と保護者 時９月28日㈭午
●ぐりとぐらのおはなし会 時９月19
日㈫午後２時30分〜３時 問 おはなし
前11時30分〜正午 費１組500円
（材
サークルぐりとぐら・浅野さん☎
（511） 料代）問 立川子ども劇場・松尾さん☎
6763
（526）0731
〔火曜・金曜日、午前10
時〜午後3時〕
●リトルパンダ〜ハンナと英語であそ
ぼう My First Book 作り 対 未就

この欄の情報の連絡・交渉は当事者間で。
市は関与しません。

まちのお知らせ
●第 4 回ギターアンサンブル・パスト
ラーレ演奏会 ギターアンサンブル・パ
ストラーレ（旧さかえギタークラブ）が
主催。
「 黄昏のワルツ」
「トロイメライ」、
マルチェロの「オーボエ協奏曲」などを
演奏します。直接会場へ 時 10月９日（月・
祝）午後2時開演 場 せきやビル・エソラ
ホール（国立市中1‑9‑30）定 75人（先
（524）0795
着順）問 髙村さん☎
●「振り込め詐欺」講演会 立川市自治
会連合会栄町支部が主催。
テーマは
「明
日は我が身！嘘を見抜く耳と目」。元警
視庁女性警察官が腹話術で演じます。
直接会場へ 時 ９月24日㈰午後１時〜
１時40分 場 八小体育館 定 200人（先着
（3389）
6037
順）問 岩瀬さん☎080

●介護職員初任者研修（通学形式）
NPO法人ケア・センターやわらぎが主
催 対 立川市近隣に在住・在勤で通学可
能な方、介護に興味がある方 時 ①10月
12日〜12月21日（月曜・木曜・土曜日
コース）②平成30年１月12日〜３月23
日
（月曜・水曜・金曜日コース）③平成30
年２月26日〜４月26日（月曜・水曜・木
曜・土曜日コース）場▷講義＝同法人研
修センター（錦町2‑6‑23）
▷実習＝同法
（受講料、
テキスト
人事業所 費 56,995円
代）定 各24人（選考）申 最寄りの事業所
で申込用紙に記入の上、身分証等のコ
ピーと一緒に提出してください（就職支
（523）3552
援制度あり）問 同法人☎
●至誠合同バザー 直接会場へ。バザ
ーで販売する衣料品、食品、雑貨、石け
ん、洗剤などの寄贈も受け付けています
時 10月14日㈯午前10時〜午後2時 場
おお ひさ
至誠ホーム
（錦町6‑28‑15）問 大久さん
☎
（527）0031
●市民公開セミナー 公益社団法人東
京都宅地建物取引業協会立川支部が主

小学校演劇体験「アラビアン
ナイト」
対 市内在住の
小学生と保護
者 時 11月５日
㈰午後３時開

によるバンド演奏、屋台やゲームコー
ナーなどを予定。立川市指定収集袋
も販売します。直接会場へ 時９月17
日㈰午前９時15分〜午後１時30分
場 栄福祉作業所
（栄町5‑38‑4）問 同
作業所☎
（536）0549

演
（午後２時開
場）場 たましんRISURUホール 費１人
200円 定 900人（抽選）申▷市立小学
校に通学している場合＝学校を通じ
て申し込み▷市立以外の小学校に通
学している場合＝10月５日㈭〔消印有
効〕までに、往復はがきに住所、保護
者氏名、児童氏名、電話番号、学校名、
学年、参加人数、返信用宛先を書い
て立川市地域文化振興財団「小学校
演劇体験事業」係〔〒190‑0022錦町
3‑3‑20〕
☎
（526）1312へ

情報紙
「ほほえみ」
vol.55を配
布しています
「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
ママたちの「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、図書館等 問 子ども未来センター
子育て支援事務室☎
（529）8664

催し
立川南フェスタ
立川駅南口の３つの会場で、子どもラ
ンウェイ、
ワークショップ、路上音楽ス

ペルーってどんな国？〜民芸
品を鑑賞してみよう！
ペルーの民芸品などを展示します。協
力は国際教育文化交流ビエンベニー
ド会。直接会場へ 時９月29日㈮▷午
前10時〜正午▷午後１時〜５時 場 幸
（534）3076
学習館 問 幸学習館☎

自転車によるまち回遊事業
「た
ちポタ」〜秋の農と食めぐり
東京ヴェントスの選手による安全講
習後、市北西部の農業や食にまつわ
るスポットをガイド付きで巡ります 対
10歳以上の自転車に乗れる方（小学
生は保護者同伴）時９月30日㈯午前
９時50分〜午後２時（雨天の場合、翌
日に延期）場 国営昭和記念公園集合・
解散 費 1,500円（昼食代、保険料、資
料代）定 25人（申込順）持自転車（500
円で貸出あり。競技車両不可）、ヘル
メット（着用必須。無料貸出あり）申
「たちかわ創造舎」のホームページ
の申込フォームから、
または電話でた
ちかわ創造舎☎
（595）6347へ

平和人権16ミリ金曜ロード
ショー「遥かなる甲子園」
沖縄に実在したろう学校を舞台にし
た作品を上映します 時 ９月29日㈮
午後２時〜４時 場 柴崎学習館 定 30人
（申込順）申 ９月12日㈫から柴崎学
習館☎
（524）2773へ

テージ、大道芸、スタンプラリーなど
を実施します。街ゼミも同時開催。直
うたごえ広場 in 錦学習館･コ
接会場へ 時９月23日（土・祝）午前11時
スモス
〜午後４時30分 場 JR立川駅南口一
帯 問 ㈱まちづくり立川☎（512）5414、 懐かしい歌を一緒に歌いませんか。簡
市産業観光課・内線2644
単な体操も行います時 10月11日㈬午
後２時〜３時30分 場 錦学習館 師 立川

第2回栄・中砂ふれあいまつり

中砂自治会と栄福祉作業所が主催。
子どもみこしのパレードや市民の方々
催。一般の方向けに、不動産取引の留意
点と平成29年度税制改正について解説
します。直接会場へ 時９月22日㈮午後
１時30分〜４時45分 場 女性総合セン
ター１階ホール 定 120人（先着順）問 同
協会立川支部☎
（548）1251
●スペイン語学習会 国際教育文化交
流ビエンベニード会が主催。
スペイン語
学習と食事を無料で提供します 対 小学
生〜高校生 時 月１回の金曜日、午後６
時〜７時30分 場 幸学習館 定 10人（申込
（5412）
7142
順）申 石原さん☎080
●ひざ痛対策運動体験会 3B体操の
会が主催。ひざの痛みの解消には、適
度な運動が効果的です。無理をせずに
できる健康体操を体験します 時 10月２
日・16日の月曜日、午前10時〜11時30
分 場こんぴら橋会館 定 各５人（申込順）
申 高橋さん☎090
（1606）
6769

会員募集
●3B柴崎健康体操 軽快な曲にあわ
せてストレッチや軽いリズム運動を行い

オペラアカデミー会員・丸山和子さん
定 30人
（申込順）申９月12日㈫から錦
学習館☎
（527）6743へ
ます。運動不足の解消と健康増進に 時
①毎週月曜日、午前10時〜11時30分
②毎週木曜日、午後７時30分〜９時③
毎週金曜日、午後７時30分〜９時④毎
週土曜日、午前10時〜11時30分 場 ①
②子ども未来センター③柴崎会館④柴
崎学習館 入 1,000円 月 2,000円 申 小佐
野さん☎
（524）
0430
エー トゥ ゼット
プ
●A to Z 社交ダンスサークルです。
ロA級講師の指導で楽しくレッスンして
います。現在は男性会員が多いため、女
性会員を歓迎します。体験無料 時 月３回
の木曜日、午前9時30分〜11時30分 場
の ひら
上砂会館 入 1,000円 月 3,000円 申 野平
さん☎090
（6539）
4275
てん あい かい
●空手道天 合 会 争いや勝負、ぶつか
り合いのない空 手 道の稽 古をしてい
ます。型は松濤館流です。体を柔らかく
したい方、ストレスを解消したい方、初
心者の方や高齢者、女性も歓迎 時 毎週
土曜日、午後０時30分〜３時 場 練成館
月 2,000円 申 永富さん☎080
（3001）
5472

平成29年
（2017年）
9月10日
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