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子ども・子育て
０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」

半日図書館員になって図書館の仕事
を体験します 対 小学４年〜６年生（市
内在住・在学の方優先）時・場 ▷平成
31年１月４日㈮午後１時〜４時＝①

お子さん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
０歳の子どもと保護者 時 平成31年１
月25日㈮午前10時30分〜11時30

中央図書館②錦図書館③若葉図書
館▷１月７日㈪午後１時〜４時＝④
上砂図書館 定 各４人（申込順）申 12
月11日㈫から①中央図書館☎（528）

分 場 中央図書館 師 元図書館司書・笠
原由紀子さん 定 12組（申込順。市内

6800②錦図書館☎（525）7231③若
葉図書館☎（535）8841④上砂図書
館☎
（535）1531へ

在住・在勤の方、初めての方優先）申
12月11日㈫から中央図書館☎
（528）
6800へ

子ども会に入会しませんか

パパも離乳食を作れるようにお話と
簡単な調理実習を行います 対３か月
１月19日㈯午前10時30分〜正午 場
女性総合センター 師 栄養士・上田朋
子さん 費 150円（材料代）定 10人（申
込順）保 若干名（１歳〜学齢前）持 エ
プロン、筆記用具 申 12月11日㈫から
幸学習館☎
（534）
3076へ

パパと一緒に！家族で楽しむ
昭和記念公園〜カブトムシの
幼虫さがしと落ち葉かき体験

子ども会では、市内の各地域で年齢
の異なる子どもたちが、スポーツ、自
然体験、お楽しみ会などの遊びを中
心としたさまざまな活動を自主的に
行っています。子ども会は、集団活動
を通して自主性や協調性、忍耐力など
を養う絶好の場といわれています。
ぜ
ひ入会してみませんか 問 子ども育成
課青少年係・内線1306

ひきこもりに関する相談会
東京都ひきこもりサポートネットの
相談員が出張相談を行います。ひき

ふかふかの土を触って生き物を探し
ます。環境学習プログラムの一環です
対４歳〜中学生の子どもと父親
（家族
の参加も可）時 平成31年１月12日㈯

午前10時30分〜午後０時30分 場 国
営昭和記念公園こもれびの家集合 師
国営昭和記念公園スタッフの皆さん
費 入園料実費
（中学生以下は無料）定

10組（申込順）持 長靴、汚れてもよい
服装、軍手（お持ちの方）申 12月11日
㈫から幸学習館☎
（534）
3076へ

ムページをご覧ください▶対象＝高

市民農園の利用者
次の市民農園の利用者を募集します
▶募集する区画＝▷柴崎第１市民農
園（柴崎町５丁目）の98区画（駐車場

校生以上の方（18歳未満は保護者の
▶役柄＝召使い（男性優
承認が必要）
▶練習日程＝平成31年２月７日〜
先）
３月７日の木曜日、午後６時〜８時30

なし）
▶応募資格＝12月10日現在市
民で、他の市民農園を利用しておら

分、
３月11日㈪〜17日㈰の指定する
時間▶練習場所＝たましんRISURU

ず、利用期間中継続して管理できる
方▶利用期間＝平成31年３月〜平成

ホールほか▶応募期限＝平成31年１

33年１月末▶利用区画＝１区画約10

川市地域文化振興財団内〕☎（526）

㎡▶利用料金＝8,000円（利用期間
23か月分）
▶申込方法＝平成31年１

1312

月18日㈮〔必着〕
までに往復はがきに
農園名、住所、氏名（利用者本人）、年
齢、電話番号、返信用宛先を書いて
柴崎福祉会館〔〒190‑0023柴崎町

パパも簡単！赤ちゃんもぐも
ぐ離乳食

〜９か月の子どもの父親 時 平成31年

募集します。応募方法等、
くわしくは
「立川市地域文化振興財団」のホー

募集

図書館のお仕事体験

こもっている子どもにどう声をかけた
らいいのか分からない、子どもの将来
が心配などのお悩みはありませんか。
お気軽にご相談ください 対 市内在住
で、
ひきこもりなどの自立に困難を抱
える15歳〜おおむね34歳の方（中学
生を除く）、
またはその家族 時 平成31
年１月７日㈪・８日㈫、午前10時〜午
後５時 場 女性総合センター 定 各６組
申 12月28日㈮までに東京都ひきこも

りサポートネット☎03（6806）2440
へ〔土曜・日曜日、祝日を除く〕問 東京
都青少年・治安対策本部青少年課☎
03（5388）2257、市子ども育成課青
少年係・内線1305

冬休みを安全に楽しく過ごしましょう
家庭や地域で見守りを
市と立川市青少年問題協議会は、12月20日㈭〜平成31年１月10日㈭
を「冬休み対策強調期間」としています。
子どもたちが楽しく安全で充実した冬休みを過ごせるよう、家庭や地
域で次のことに気を付け、見守りましょう▶大人は自ら、声かけやあい
さつを率先して行いましょう▶家庭や地域で、
「いのち」を大切にする気
持ちを育てましょう▶地域の目で、子どもたちを犯罪から守り、子ども
たちにも自覚をもって行動するよう指導しましょう▶

月９日㈬ 問 立川市民オペラの会〔立

コミュニティ奨励賞の推薦
立川市地域文化振興財団は、地域コ
ミュニティの活動を促進するため、市

5‑11‑26〕
へ▷応募はがきは１世帯１
枚のみ▷利用の権利の譲渡、転貸は
できません▷申し込みは利用者（耕作

内で活躍している個人･団体を表彰し
ています。以下に該当する個人や団
体の推薦を募集します▶文化芸術活
動奨励賞＝年内に開催された文化・

する方）のみ 問 福祉総務課生きがい
づくり係〔柴崎福祉会館内〕☎（523）

芸術の催事や大会で特に優れた成績
を収めた方など▶コミュニティ活動

4012

奨励賞＝ボランティア活動やコミュニ

立川いったい音楽まつり出演
者・ステージクルー
立川駅周辺の会場で一斉ライブを実
施します。音楽やダンスなどさまざま
なジャンルの出演者を募集します▶
開催日＝平成31年５月18日㈯・19日
㈰▶募集数＝200団体（選考）
▶応募
方法＝12月15日㈯〜平成31年１月
15日㈫に
「立川いったい音楽まつり」
のホームページからお申し込みくだ
さい（右下２次元コードからアクセス
可）。ボランティアスタッフとしてイベ
ントを盛り上げるステージクルーも
随時募集しています 問 立川いったい
音楽まつり実行委員会事務局
〔立川市
地域文化振興財団内〕
☎（526）1312 e ittai
@tachikawa-chiiki
bunka.or.jp

立川市民オペラ助演出演者
平成31年３月16日㈯・17日㈰開催
の喜歌劇「こうもり」の助演出演者を

ティ活動など、
地域で模範となる文化・
芸術に関する活動を行っている方な
まで
ど申 平成31年１月19日㈯〔必着〕
に、
たましんRISURUホールで配布す
る推薦書〔同財団のホームページ
（右
下２次元コードからアクセス可）から
ダウンロードも可〕
に成績や活動の内
容が分かる資料を添えて、郵送または
直接、同財団〔〒190‑
0022錦町3‑3‑20たま
しん R I S U RUホ ー ル
内〕☎
（526）
1312へ

東京2020大会都市ボランテ
ィア
（立川市推薦）
都が募集している東京2020大会の
都市ボランティアは空港や主要駅等
で観光・交通案内等を行うボランティ
アです。市は、市内在住・在勤の方を
対象に都市ボランティアの推薦枠を
設け、応募を受け付けています。
くわ
しくは、市ホームページをご覧くだ
さい 問 立川市オリンピック・パラリン
ピック準備室・内線2680

秋の花火大会が開催されました
11月23日、第60回立川まつり国
営昭和記念公園花火大会が開催さ
れました。今年は台風12号の影響

みにしている多くの方の声もあっ
て、開催が実現しました。
打ち上げ数は例年よりも1,000

により中止となっていましたが、60

発多いおよそ6,000発。今大会が

回の節目であることや花火を楽し

11月に開催されるのは初めてで、
澄み切った夜空に咲く大輪が観客
を魅了しました。

万引き、深夜徘徊、喫煙、飲酒などの問題行動を未然

ＡＲ

に防ぐよう、周囲の大人が声をかけていきましょう

スマートフォンやタブレット端末に
アプリをインストールして左の写真
にかざすと動画が再生されます。
ア
プリのインストール方法等、
くわし
くは市ホームページ
をご覧ください（右
２次元コードからア
クセス可）。

青少年健全育成地区委員会の取り組み
子どもたちを守るため、次の取り組みを行っていま
す▶長期休み期間中の夜間パトロール▶子ども110番
▶くるりん子ども見守りシートの掲示（右写真）
問 立川市青少年問題協議会事務局
（子ども育成課内）内
線1305、指導課・内線2498

花火を動画で見よう

平成30年
（2018年）
12月10日
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