
松島美紀マリンバコンサート
〜音の森林浴で身も心もリフ
レッシュ

恒例の「ときめき春のコンサート」です
時3月7日㈯午後2時〜3時30分場砂
川学習館定80人(申込順)申1月28日
㈫から砂川学習館☎ (535)5959へ

春の音楽会
カリブ海生まれのドラム缶の楽器 
｢スチールパン｣の第一人者･宮本ま
いこさんとパーカッション奏者･中丸
達也さんのユニット｢まいたぺ｣がポ
ピュラー音楽を演奏します時 3月1
日㈰午後2時〜3時15分場幸学習館
定80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

日米交流音楽会
出演は二中吹奏楽部､八中吹奏楽部､ 
米国空軍太平洋音楽隊。申込方法・
期限等、くわしくは「日米交流音楽会」
のホームページ（右下2次元コードか
らアクセス可）をご覧ください時2月
22日㈯午後1時開演（午後0時30分
開場）場たましんRISURUホール大
ホール定1,200人（申込順）問日米交
流音楽会事務局〔㈱横
浜アーチスト内〕☎045

（681）3734、市企画
政策課･内線2691
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おもちゃの病院
壊れたおもちゃを修理します。1世帯
2点までで先着40点です。壊れた部品
などもお持ちください｡部品代がかか
る場合は実費負担です｡直せないも
のもあります｡直接会場へ対市内在
住の方時2月8日㈯午後1時〜3時場
女性総合センター5階問生活安全課
消費生活センター係☎(528)6801

国立西洋美術館ギャラリート
ーク（鑑賞ツアー）

常設展の3点の作品を鑑賞する対
話式のギャラリートークです。企画展

「ロンドン・ナショナル・ギャラリー
展」は自由鑑賞です 対 小学生以上
の方(小・中学生は保護者同伴) 時
3月26日㈭午前11時〜午後1時30
分 場 国立西洋美術館集合･解散 費
1,700円（入館料。大学生1,100円､ 
高校生700円､中学生以下無料）定24
人(抽選｡最少催行人数10人)申2月
7日㈮〔必着〕までに､｢西洋美術館希
望｣､応募者全員(4人以内)の住所･ 

催し

たまがわ・みらいパークの催し

　2月25日㈫は休館日です
丸たまみら朝市　時2月16日㈰午前
10時〜11時30分(売り切れ次第終
了)
冬の星空観察会　対小学生以上の

方(小学生は保護者同伴)時2月1日㈯
午後6時30分〜8時30分定20人（申
込順）
十文字自彊術(健康体操)　時2月

7日〜28日の金曜日､午後1時30分〜
3時(全4回)費2,000円(参加費)定3人

（申込順）持 運動しやすい服装、バス
タオル､飲み物
楽しく食べよう｢サポショク｣　時①

2月14日㈮午後5時30分〜7時②2月
29日㈯正午〜午後2時 費1回300円
(材料代｡小･中学生100円）定各30人
(申込順)申①2月7日㈮､②2月22日
㈯までに
竹細工　対小学生以上の方時2月

16日㈰午後1時〜4時30分費500円

(材料代)定5人（申込順）申2月15日
㈯までに
ベビーボンディング　対3か月〜7

か月の乳児と保護者時2月19日㈬午
前10時30分〜正午費500円(オイル
代)定10組（申込順）持バスタオル申2
月1日㈯〜10日㈪に
プラモデルづくり教室&ミニ四駆

レース　対小学生以上の方時2月23
日（日・祝）午前9時30分〜午後3時30分
費1,000円〜1,500円(プラモデル持
参の場合は無料)定10人（申込順）申2
月22日㈯までに
丸おはなしたまごのおはなし会　対
未就学児と保護者時2月23日（日・祝）午
後1時〜1時30分
丸さぼうでティータイム！　時▷毎週
土曜･日曜日=午前10時〜午後3時▷
第1〜第3・第5火曜日=午後1時〜3時
費50円(飲み物代)
たまみらでカラオケを楽しもう!　

対3人以上のグループ(小学生以下は
保護者同伴)時3月1日㈰､3月4日〜
25日の水曜日▷午前9時〜11時45
分▷午後1時〜4時45分費1時間500
円定各1組〔抽選｡3月1日㈰は親子優
先〕申2月1日㈯〜5日㈬に

場たまがわ・みらいパーク（旧多摩
川小） マークの催しは電話、ま
たは参加者名・電話番号を書いて
ファクスで☎・Fax(848)4657へ。そ
のほかの催しは直接会場へ 猫の譲渡相談会

直接会場へ時2月5日㈬午後1時30
分〜3時30分場市役所1階多目的プ
ラザ問環境対策課環境推進係･内線
2244

差し押さえた不動産の公売
市は､市税等の徴収手続きで差し押
さえた不動産を公売します｡公売は期
間入札方式です｡公売公告は収納課
(市役所1階34番窓口)で閲覧できる
ほか､市ホームページをご覧ください
▶公売物件▷地番=羽衣町二丁目28
番19▷地目=宅地▷地積=150.64㎡
▷持分24498分の3303▷家屋番号
=羽衣町二丁目28番19の3▷種類=
居宅▷床面積=地上2階部分30.70㎡
▷見積価額=69万円(保証金7万円)
▶入札期間=1月31日㈮〜2月7日㈮

〔必着〕▶開札日=2月12日㈬午前10

お知らせ

0180（994）223〜5開催案内・レース結果

●１月２５日～２６日〔いわき平記念
を場外発売〕●１月３０日～２月１日

〔高松記念を場外発売〕●２月２日〔高
松記念、大宮ＦⅠを併売〕●２月３日～
４日〔大宮ＦⅠを場外発売〕●２月５日
～７日〔岐阜ＦⅠ、高松ＦⅠを併売〕

氏名(ふりがな｡代表者に○印)･年
齢･電話番号を書いて､はがき、また
はファクス､Eメールで立川市地域文
化振興財団〔〒190-0022錦町3-3-
20〕☎(526)1312Fax(525)6581 e

bijyutsu@tachikawa-chiikibun 
ka.or.jpへ

市役所アート&南極･北極科
学館鑑賞ツアー

市役所に設置されているアートを鑑賞
し､作家から話を聞きます｡国立極地研
究所の南極･北極科学館も訪ねます｡ 
小学生以下は保護者同伴時3月28日
㈯午前10時〜午後0時30分〔荒天中
止〕定20人(抽選)申2月14日㈮〔必着〕
までに､｢市役所アート希望｣､応募者
全員(4人以内)の住所･氏名(ふりが 
な｡代表者に○印)･年齢･電話番号
を書いて､はがき、またはファクス､ 
Eメールで立川市地域文化振興財
団〔〒190-0022錦町3-3-20〕☎
(526)1312Fax(525)6581 e bijyutsu 
@tachikawa-chiikibunka.or.jpへ

環境シンポジウム
統計数理研究所教授･上野玄太さん
と国立極地研究所准教授･岡田雅樹
さんの基調講演のほか､中央大学経
済学部学生の研究成果の発表や省エ
ネ改修の事例紹介などもあります｡立
川商工会議所と共催時2月28日㈮午
後2時〜4時30分場立川商工会議所
(曙町2-38-5)定100人(申込順)申
立川商工会議所☎(527)2700へ問
市環境対策課温暖化対策係･内線
2243

ビブリオバトル交流戦
参加者のお気に入りの本を持ち寄っ 
て紹介し、最も読みたくなった本（チ 
ャンプ本）を投票で決めます対市内在
住･在学の中高生時3月26日㈭午前
10時〜正午場中央図書館定10人程
度(申込順)申2月15日㈯までに中央
図書館☎(528)6800へ

時から▶会場=東京都庁第一本庁舎
中央23階会議室(新宿区西新宿2-8-
1)問収納課･内線1259

募集

たちかわアートギャラリー展作品
5月16日㈯〜24日㈰に開催する市民
のための絵画展で展示する作品を募
集します｡くわしくは市役所(1階総合
案内)､各地域学習館などで配布して
いる募集要項をご覧ください対市内
在住･在勤･在学､または市内で絵画
活動をしているおおむね16歳以上の
方申3月31日㈫〔消印有効〕までに､申
込用紙を直接､または郵送で立川市
地域文化振興財団｢アートギャラリー
展｣係〔〒190-0022錦町3-3-20〕☎
(526)1312へ

環境フェア出展者
6月7日㈰に子ども未来センターで開
催する環境フェアの出展者を募集し
ます｡申込方法等くわしくは募集要項

〔環境対策課(市役所2階79番窓口)
で配布｡市ホームページからダウン
ロードも可〕をご覧ください問環境対
策課･内線2244

推奨認定品（土産品）

市内で販売されている商品の中から、
立川の土産品としてふさわしいもの
を推奨品として認定します。立川市・
大町市観光情報プラザでの販売やく
るりんを使った商品開発などの特典
もあります▶対象＝市内の事業者▶
募集期間＝2月28日㈮まで▶応募商
品＝1事業所3商品まで問立川観光協
会☎（527）2700

官公署・その他

下水道モニター募集
インターネットアンケートの回答や施
設見学会への参加など。任期は4月1
日から1年間対4月1日現在、20歳以
上の都内在住の方で、ホームページ
閲覧とEメール送受信ができる方（公
務員、過去にモニターを経験した方、
島しょ在住の方を除く）定1,000人程
度（選考）申2月28日㈮までに「都下
水道局」のホームページからお申し込
みください問都下水道局広報サービ
ス課☎03（5320）6693

受け付け） 問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ
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