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子ども・子育て
スナッグゴルフ体験塾
スナッグゴルフはプラスチック製のク
ラブと軟らかいボールを使う、本物の
ゴルフに近い競技です 対 立川・昭島・

１歳児の赤ちゃんサロン「赤
ちゃんと一緒！わらべうたと
絵本を楽しもう」
子どもとのふれあい方や絵本の選び
方などを楽しみながら学びます 対１
歳の子どもと保護者 時７月３日㈫午

東大和・武蔵村山市に在住・在学の
小・中学生（保護者の見学可）時７月
25日㈬午前８時30分〜午後３時30

前10時30分〜11時30分 場 中央図書
館 師 元図書館司書・笠原由紀子さん

分 場 昭和の森ゴルフコース
（昭島市）

初めての方を優先）申６月12日㈫か
ら中央図書館☎
（528）6800へ

費 2,500円
（保険料、昼食代ほか。昼

食を希望する保護者は1,000円）定
192人（抽選）申６月22日㈮〔消印有
効〕
までに、はがき
（１家族につき１枚。
複数人のお子さんの申し込みは必要
事項を人数分記入）に住所、氏名（ふ
りがな）、性別、学年、身長、右打ちか
左打ちか、
ゴルフ経験の有無、保護者
氏名、緊急連絡先、保護者の昼食の有
無（ありの場合は申込人数）を書いて
「スナッグゴルフ体験塾」実行委員会
事務局〔〒196‑0014昭島市田中町
610‑3昭和飛行機工業㈱管理本部地
域振興推進室内〕☎（541）4957へ 問
市子ども育成課・内線1301

たちママ探検隊〜子育て応援
たちかわマップを作りませんか

25人（申込順）保 若干名（１歳〜学
齢前）申 ６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 shiba
sakigakusyukan@city.tachikawa.
lg.jpへ

催し

定 10組
（申込順。市内在住・在勤の方、

立川市役所ロビーコンサート

ター☎
（528）6871

家庭で取り組むエコチャレンジ

男性４人で構成された、
弦楽四重奏の
「日本カルテット」。出演は名倉主さ
ん、安田陽彦さん（ヴァイオリン）、田
中玲さん（ヴィオラ）、中村隆人さん
（チェロ）。曲は、モーツァルト弦楽四
重奏曲第19番「不協和音」第１楽章
ほか。直接会場へ 時６月26日㈫午後

０時20分〜０時50分 場 市役所１階多
夏休み期間中の任意の10日間で、市
目的プラザ 問 立川市地域文化振興財
が配布するチェックシートを利用し、 団☎
（526）1312

｢子育て応援たちかわマップ｣は子育
てにやさしい商店街を紹介するマッ

省エネ行動に取り組む家庭を募集し
ます。チェックシートを提出した方へ
は記念品をお渡しします。また、特に

プです。今回は富士見地区周辺の商
店街を取り上げます。｢たちママ探検
隊｣として親子連れで楽しく取材をし

効果的な取り組みは表彰します。
くわ
しくは市ホームページをご覧くださ
い 対 小学生と保護者 定 100組（申込

てマップを作りませんか。編集会議で
は見守り保育もあります 対 小学生以
下の子どもを子育て中の方 時 ▷取材
＝７月前半の平日を予定▷編集会議

順）申６月11日㈪から環境対策課温
暖化対策係・内線2243へ

幸学習館 かわせみ祭2018
いずれも直接会場へ 場 幸学習館 問 幸
学習館☎
（534）
3076
●作品展示 編み物、書道、陶芸、
フ
ラワーアレンジメント、水墨画などの
作品を展示 時６月23日㈯〜７月１日
㈰、午前10時〜午後４時（23日は午
後１時から。
１日は午後３時まで）

卒乳講座

夏至の日の正
午に特別な仕
掛けがある作
品「 私は太 陽
を 待 つ 」を 中

特別支援学級、特別支援学校などに
通う子どもがいるお母さん方に、学校

〜正午 場 子ども未来センター 定 30人
程度（先着順）問 子ども家庭支援セン

直接会場へ 対０歳〜未就学児と保護
者 時７月１日㈰午前10時〜11時30
分 場 子ども未来センター 定 30人（先
着順）問 子育て支援事務室☎（529）
8664

ファーレ立川アート
「夏至の日
ツアー」

先輩お母さんに聞くおしゃべ
り会

のことや放課後活動等についてお話
を聞きます。企画は立川市手をつなぐ
親の会。直接会場へ 対 学齢前の子ど
もの保護者 時 ６月29日㈮午前10時

七夕のおり姫とひこ星を作ろう

●舞台発表 舞踊、
フラダンス、
カラ
オケ、
ウクレレ演奏など 時▷６月30日

心に、
ファーレ立川アートを鑑賞しま
す。
ファーレ倶楽部が主催。直接会場
時
へ ６月21日㈭午前11時〜午後０
時10分（雨天実施）場ファーレ立川地
区一帯（髙島屋北側の赤い植木鉢付
近集合）問ファーレ倶楽部・松坂さん
☎（531）9667、市地域文化課・内線
4501

西砂サマーコンサート〜パー
カッションライブ2018
国立音楽大学
卒 業 後 、ソロ
ライブや桑田
佳祐のツアー
メンバーなど
第一線で活躍
中のパーカッショニスト・はたけやま
裕さんと、
ピアニスト・KEIKOさんと
のデュオによるパーカッションライブ
です 時７月14日㈯午後５時〜６時30
分 場 西砂学習館 定 70人（申込順）保

＝９月〜10月の土曜日
（３回を予定）。 対 市内在住で卒乳を考えている１歳
顔合わせは６月23日㈯午前10時〜
６か月以上の幼児の保護者（子ども
正午 場 女性総合センター 申６月20日
の同伴可）時７月13日㈮午前10時〜

７月１日㈰午前10時40分〜午後４時

㈬までに子育て推進課・内線1340へ

10時40分 場 子ども未来センター 師 助

20分ごろ

産師・河房子さん 定 10人（申込順）申

●かわせみカフェ 東京学芸大学の
学生と七夕飾り作りや昔遊びなどで
世代間交流を。
くるりんも登場します
時７月７日㈯午前10時30分〜午後３

チケットの購入方法等くわしくは「国
立音楽大学」
のホームページをご覧く
ださい。
いずれも対 小学生以上の方

時

演奏会

「ことばの教室」
相談と施設見学
小学生、幼児のことばに関する相談を
実施します。直接会場へ（事前に電話
をいただくとスムーズです。駐車場あ
り）。
９月には八小で行います。随時の
相談も行っています 時６月23日㈯▷
施設見学＝午前９時〜11時30分▷

６月11日㈪午前10時から子ども未来
センター子育て支援事務室☎（529）
8664へ

シリーズ発達障がい「ママの
立場で」
発 達に凸 凹 がある子どもを育てた
経験を聞きます 時 ６月29日㈮午前

相談＝午後１時〜４時（受け付けは午
後３時まで）場 七小 問 七小「ことばの

10時〜正午 場 柴崎学習館 師 発達支

教室」
☎
（527）
3627

援スクール代表・小澤五穂子さん 定

こどもとおとなのはなしあい in 市議会議場

㈯午前11時30分〜午後２時ごろ▷

野菜食べ菜さ〜い！「トマト
いっぱいの１日」
健康のために野菜を１日350グラム
以上食べましょう。栄養士による野菜
料理のレシピの紹介とトマトカレー
の試食（先着100人分）を行います。
直接会場へ 時６月12日㈫午前10時
〜午後２時 場 ファーマーズセンター
みのーれ立川 問 健康推進課保健事業

子どもの提案を募集

立川のはたけ！見学と交流会

やりたいイベント、ほしいものなど、子どもの提案を募
集します
（応募多数の場合は選考）
。９月２日㈰に市議会
議場で提案を発表した後は、実現に向けて子どもたち自

国立音楽大学主催のコンサート

●第59回ブラスオルケスター定期
時７月９日㈪午後７時から

場 東京オペラシティコンサートホール

（新宿区西新宿3‑20‑2）費 1,500円、
学生500円
（全席自由）
●第129回オーケストラ定期演奏会
時 ７月15日㈰午後２時から 場 国

立音楽大学講堂大ホール 費 1,500円、
学生500円（全席自由）
〔チケットを購
入した方と学生を対象にしたエデュ
ケーションプログラム（無料）を７月
14日㈯午後３時から開催〕
問 国立音楽大学演奏センター☎
（535）
9535、
市地域文化課・内線4501

うたごえ広場 in 錦学習館･あ

３か所の市内農地を見学した後、学
さがお
校給食共同調理場での給食の試食と、
懐かしい歌を一緒に歌いませんか。簡
農業経営者との交流会を行います 時
単な体操も行います。ピアノ伴奏は
７月12日㈭午前８時50分〜午後２時
鶴岡亜紀さん 時７月４日㈬午後２時
30分 場 女性総合センター前集合・解
散 費 272円
（昼食代）定 20人（申込順） 〜３時30分 場 錦学習館 師 立川オペラ

身が活動します。なお、必要な資金は「ウドラ夢たち基
金」
（50万円以内）
を使うことができます。提案の条件や
申込方法など、くわしくは市ホームページをご覧ください
対 市内在住の小学４年生〜18歳 時９月２日㈰午前10時
（市役所３階）申７月２日㈪までに提
〜正午 場 市議会議場
案書を子育て推進課子育て推進係・内線1340へ

係☎
（527）3272

若干名（１歳〜学齢前）申６月12日㈫
から西砂学習館☎
（531）0431へ

持 飲み物、
雨具、帽子 申６月11日㈪か
ウドラ夢たち基金イメージキャラ
クター：ウドラ ⒸUDOLLAND

ら生活安全課消費生活センター係☎
（528）6801へ

アカデミー会員・丸山和子さん 定 30
人（申込順）申６月12日㈫から錦学習
館☎
（527）6743へ
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