
宇宙探査今昔〜アポロ月面着
陸から50年

JAXA職員から宇宙探査の歴史、探査
計画や宇宙科学の最新情報を学びま
す対市民の方時2月21日㈮午後1時
30分〜3時場柴崎福祉会館定50人
(申込順)申1月25日㈯から柴崎福祉
会館☎(523)4012へ

気軽に学べる認知症予防講座
認知症の基礎知識､予防方法を学び
ます｡認知症予防体操も時2月29日
㈯午前10時〜11時30分場西砂学習
館定40人(申込順)保若干名(1歳〜
学齢前)申1月28日㈫から西砂学習
館☎(531)0431へ

パパがつくる子どものおやつ〜
家族が笑顔になるパンケーキ

対18歳以上の男性、小学生以上の子
どもと保護者時2月29日㈯午前10時
〜午後0時30分場高松学習館師生涯
学習市民リーダー･片山真理子さん
費500円(小学生は400円)定12人
(申込順)持エプロン､三角巾､タオル､ 
飲み物保若干名（1歳〜学齢前。おや
つ持参）申1月25日㈯から高松学習館
☎(527)0014へ

病児保育室をご利用ください
お子さんが病気やけがで通園･通学
ができないときなどに､市内2か所の
診療所内にある病児保育室でお子さ
んを一時的に預かります▶対象=生
後4か月〜小学3年生▶保育時間=月
曜〜金曜日､午前8時30分〜午後5時
30分(祝日､年末年始等を除く)。利用
するには各施設で事前登録が必要で
す｡くわしくは､各施設のホームペー
ジをご覧になるか､直接お問い合わせ
ください｡
●ぽけっと病児保育室　幸町1-11- 
3 さい わ いこどもクリニック内 ☎
(536)7333〔電話受付は月曜〜金曜
日､午前10時〜午後5時30分〕
●子ども診療所病児保育室ぱおぱお
　錦町1-23-25立川相互病院付属子
ども診療所内☎(521)2777〔電話受
付は月曜〜金曜日､午前8時30分〜
午後5時30分〕
問保育課給付係･内線1324

イライラしない子育て〜パパ・
ママがつらいとき・迷ったとき
の処方箋

企画･運営は立川シティクラブ時3月6
日㈮午前10時〜11時30分場女性総
合センター師心理学カウンセリング
指導者･野口勢津子さん定30人(申
込順)保5人程度(1歳〜学齢前)申
1月27日㈪から男女平等参画課☎
(528)6801へ

サポートファイル「たちサポ」
をご利用ください

サポートファイル「たちサポ」は、子ど
もの成長・発達の様子や、支援の内容
などを記録する情報ファイルです。そ
のための記録シートとステッカーを
作成しました。入園・入学・進級の相
談などの際に活用してください。記録
シートは市ホームページからダウン
ロードできますが、次の場所でも「た
ちサポ」のステッカーとともに配布し
ています▶配布場所=子ども未来セン
ター、子育て推進課・保育課・子ども
育成課（市役所1階21〜23番窓口）、
健康会館問子ども家庭支援センター
☎（528）6871

子育て支援に関わる方に必要
なコミュニケーション術

時3月6日㈮午前10時〜正午場子ど
も未来センター 師 常盤大学人間科
学部心理学科教授･秋山邦久さん
定30人(申込順)申1月25日㈯午前
9時から子ども家庭支援センター☎
(528)6871へ

子ども・子育て

マークは、たちかわ市民交流大
学・市民推進委員会が主催する市
民企画講座（たちかわ☆きらきら
カード対象講座）

講座

Ⓒ JAXA

　 マークのある催しは申込制。そ
のほかは直接会場へ（先着順）。この
ほかの催しは､市ホームページをご
覧ください｡
節分　時2月3日㈪午後3時〜3時

30分場･申高松児童館☎(528)2925
●オニよさらば!　 時2月3日㈪午後

4時〜4時45分 場 ･ 問 羽衣児童館☎
(526)2336
●観劇会〜バルーンアートショー
　 時 2 月 2 3 日（日・祝 ）午 後 2 時 〜 3
時 3 0 分 定 5 0 人 場 ･ 問 幸 児 童 館 ☎
(537)0358

遊びにおいでよ 児 童 館

参加者を募集します！

　8日は子どもによるかわいいおばけやしき､9日
は大人による怖いおばけやしきです。直接会場へ
時2月8日㈯･9日㈰▷午前10時〜正午▷午後1時
30分〜3時30分場･問若葉児童館☎(536)1400

シールでえがこう！いろんな
いきもの

さまざまな色や形のシールで､生き物
を描きます対4歳〜小学6年生時2月
23日（日・祝）午後2時〜3時30分場若葉
会館定20人(申込順)申1月25日㈯か
ら若葉図書館☎(535)8841へ

ママ＆ベビーヨガ
対市内在住の生後3か月〜8か月の乳
児と母親時2月26日㈬午後1時30分
〜2時15分場子ども未来センター師
ヨガインストラクター・愛さん定10組
(申込順)申1月25日㈯午前10時から
子育て支援事務室☎(529)8664へ

えぷろん隊とあそぼう!
親子で歌ったり､リトミックで体を動
します対市内在住の0歳〜3歳の子ど

もと保護者時
2月22日㈯午
前10時30分
〜11時10分
場子ども未来センター定20組(申込
順)申1月28日㈫午前10時から子育
て支援事務室☎(529)8664へ

障害者の将来の生活設計と家
族の準備

特別支援教育の推進と理解啓発に
向けた講演会です｡くわしくは市ホー
ムページをご覧ください時 3月9日
㈪午前10時〜11時45分場市役所
3階302会議室 師日本福祉大学福
祉経営学部長･綿祐二さん定100人

（申込順）申電話､または申込書（市
ホームページからダウンロード可）
をファクスで教育支援課相談係☎
(527)6171Fax(528)6875へ

「100万回生きたねこ」〜おと
なの読書会�

絵本を通して､これからの生き方を考
えます時3月6日㈮午後2時〜4時場
上水自治会館(砂川町6-36-16)師
児童文学作家･志村順子さん費500
円(受講料)定10人(申込順)申1月
27日㈪から生涯学習推進センター☎
(528)6872へ

アジアに向かう日本のごみ
国際リサイクルの現状など、最新のご
み問題について学びます時2月22日
㈯午前10時〜正午場女性総合セン
ター師一橋大学大学院経済学研究
科准教授･山下英俊さん定30人(申
込順)申電話､または｢アジアに向か
う日本のごみ｣､住所､氏名､電話番号
を書いてEメールで環境対策課･内
線2244 e kankyoutaisaku@city.
tachikawa.lg.jpへ

｢今｣を生きる､ アイヌを知る
〜民族楽器ってどんな音？

アイヌの歴史や文化を学びます時2
月6日㈭午後1時30分〜3時30分場
柴崎学習館師アイヌ文化活動アドバ
イザー･宇佐恵美さん定30人(申込
順)申1月25日㈯から柴崎学習館☎
(524)2773へ

図書館を利用した情報検索〜
インターネットと図書資料を
使って

①図書館ホームページの便利な機能
の使い方②図書館資料を使ったご先
祖の調べ方講座｡レファレンス室の資
料やデータベースの紹介も行います
対①文字入力ができる方時2月20日
㈭①午前10時〜正午②午後2時〜4
時場中央図書館定①5人②10人(い
ずれも申込順)申1月25日㈯から中央
図書館☎(528)6800へ

東京マイ・タイムライン講習会
台風などの風水害に備えるために､ 
｢東京マイ・タイムライン｣をワーク
ショップで作ります時2月16日㈰午
前10時〜11時30分 場 柴崎学習館
定 60人(申込順) 申 2月9日㈮まで
に、電話､または｢マイ・タイムライン
講習会｣､住所､氏名､電話番号を書
いてEメールで防災課･内線2532 e

bousai-t@city.tachikawa.lg.jpへ

経済統計の作られ方･見方�
時3月7日㈯午後2時〜4時場幸学習
館師くらしと経済研究室主宰･山家悠
紀夫さん定20人(申込順)保若干名
(1歳〜学齢前)申1月28日㈫から幸
学習館☎(534)3076へ

ふくしまの農業の再生〜米農
家の思い

立川市消費者団体連絡会と共催｡桃
ジュースの試飲も時2月26日㈬午後
1時30分〜3時場女性総合センター
師農園主･齊藤登さん定50人(申込
順)保8人程度(1歳〜学齢前)申1月
27日㈪から生活安全課消費生活セン
ター係☎(528)6801へ

認知症サポーター養成講座
認知症の方やその家族を支える応援
者を養成します対市内在住・在勤・
在学の方時2月15日㈯午前9時〜10
時30分場至誠キートスホーム(幸町
4-14-1)定10人程度(申込順)申1月
25日㈯から北部中さいわい地域包括
支援センター☎(538)2339へ

労働セミナー｢働く人のため
の企業分析｣

財務諸表の読み方や経営分析の基
礎知識を学びます時2月13日㈭･14
日㈮､午後6時30分〜8時30分場国
分寺労政会館(国分寺市南町3-22-
10)師明治大学大学院教授･山口不
二夫さん定100人(申込順)申東京都
労働相談情報センター国分寺事務所
☎042(323)8511問市産業観光課
商工振興係･内線2645

5 立川市役所 （〒190-8666）立川市泉町1156-9  ☎（523）2111（代表）  Fax（521）2653

凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 年年会費 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から
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