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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4月17日から月3回
程度の水曜日▷午後4時〜5時▷午
後5時30分〜6時30分場たましん
RISURUホール費月3,000円（別途こ
と爪代等6,000円程度）定4人（抽選）
申3月31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

八ヶ岳山荘バスツアー
高遠城址や金櫻神社、景徳院の桜巡
りといちご狩りの旅です対市内在住・
在勤・在学の方と家族時4月22日㈪
午前8時〜23日㈫午後5時ごろ（1
泊2日）場▷1日目＝ファーレ立川集
合〜おぎのや諏訪インター店〜高遠

城址公園（自由昼食）〜八ヶ岳山荘着
▷2日目＝山荘〜金櫻神社〜見晴し
園〜シャトー勝沼（昼食）〜景徳院〜
立川着費大人17,500円（65歳以上の
方は16,500円）定45人（申込順。最少
催行人数35人）申3月11日㈪午前10
時〜20日㈬に株式会社スタービジョ
ン☎042（352）3121へ
イベント企画は株式会社レストラン・ピガー
ル（八ヶ岳山荘指定管理者）、旅行企画・実施
は株式会社スタービジョン（旅行業登録：東
京都知事登録旅行業第2-5630号）。添乗員
が同行します。キャンセルには料金がかかる
場合があります。

ほっと一息、気軽におしゃべり♪
同じ悩みや不安を抱えている人、経験
のある人と出会える場所です。出産予
定の方も大歓迎。時間内は出入り自
由。いずれも直接会場へ問子ども家
庭支援センター☎（528）6871
●双子・三つ子のママ・パパおしゃべ
り会　多胎児の親ならではの悩みを
共有し、子育ての工夫や方法を探し
てみませんか時毎月第1火曜日、午
前10時〜正午場子ども未来センター

（7月・11月は西砂学習館）費50円
（茶菓子代）
●ひとり親のママ・パパおしゃべり会
　ひとり親の方や、その関係者の自由
な語らいの場所です時毎月第3土曜
日、午後2時〜4時場子ども未来セン
ター費100円（茶菓子代）

●お子さんの発達が気になる方のお
しゃべり会　「子どもとの関わり方が
分からない」「ほかの子と違うかな」な
どの不安や悩みを一緒に話しません
か時毎月第3火曜日、午前10時〜正
午場子ども未来センター費100円（茶
菓子代）保若干名（1歳〜学齢前）

上映会「ある精肉店のはなし」
大阪で精肉店を営む家族がいのちと
向き合う日々を描いたドキュメンタ
リー映画です。上映後は監督からお
話を聞きます時3月30日㈯午前10
時30分〜午後1時場柴崎学習館師
映画監督・纐纈あやさん定40人（申
込順）申3月12日㈫から柴崎学習館☎

（524）2773へ

立川市役所ロビーコンサート

パンフルートとピアノのデュオ。出演
は櫻岡史子さん（パンフルート）、佃恵
井子さん（ピアノ）。曲は映画「ザ・ロー
ズ」より「愛は花、君はその種子」、「サ
リーガーデン」（アイルランド民謡）ほ
か。直接会場へ時3月19日㈫午後0
時20分〜0時50分場市役所1階多
目的プラザ問立川市地域文化振興財
団☎（526）1312

　市民伝言板（下段参照）は、市内
で開催される催し、市民団体の会
員募集をご案内するコーナーです。
　4月1日㈪受け付け分から、市民
伝言板への掲載申し込みが掲載基
準に沿っているかを確認するため、
社会教育関係団体に登録のある団
体を除き、年度最初の申し込みの
際に掲載団体登録用紙の提出をお
願いすることになりました。

　掲載団体登録用紙の提出がない
場合は受け付けできません。この登
録は提出のあった年度内に限り有
効となります。
　また、社会教育関係団体は、生涯
学習推進センターに必要な情報を
照会する場合がありますので、団体
番号を記入してください。
　ご協力をお願いします。
問広報課・内線2744

掲載申し込み手続きが
4月1日㈪受け付け分か
ら変わります

紹介します。直接会場へ時3月31日㈰
午後2時〜4時場柴崎学習館費200円

（資料代）定12人（先着順）問早川さん
☎090（6744）3812
●パッチワーク体験会　富芸会が主催。
和布でかわいいポーチとブローチを作
ります時4月3日・17日の水曜日、午前
10時〜正午場滝ノ上会館費各回1,000
円（材料代）定各10人（申込順）申3月
27日㈬までに鈴木さん☎（523）1762
●女性テニス教室（硬式）　立川市テニ
ス連盟が主催対市内在住・在勤、または
連盟登録者で、初心者から中級者の女
性の方時4月3日〜5月15日の水曜日、
午前9時〜11時（全6回。予備日2日）
場泉町庭球場（オムニコート）費4,000円

（参加費）定20人（申込順）申米
よね

持
もち

さん
☎（531）5036
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eize　国立音大クラリ
ネット専攻3年生が主催。4重奏から16
人での大合奏まで、オール・クラリネット
の世界をお届けします。クラリネットの
魅力を存分に味わってください時3月

場柴崎市民体育館、柴崎学習館など入
2,000円月3,000円定5人（申込順）申苅
田さん☎（523）2628
●大空ハイキングクラブ　健康のため
に楽しく野山をハイキングします。安全
第一でゆっくり歩きます対70歳以下の
山歩き初心者〜中級者時月4回、主に休
日場都内や近県の野山月500円（別途
交通費実費）申中條さん☎080（3025）
1933
●日本空手道天

てん

合
あい

會
かい

　スポーツ空手で
はなく、競争や対立をしない、高齢者で
も始められる空手道の稽古です。柔軟
で健康な体をつくりましょう対中高年
の方時毎週日曜日、午前9時〜正午場
一小体育館月1,000円申永富さん☎080

（3001）5472
●高松碁楽会　わが国で古く作られた
ゲーム碁。老若男女を問わず、初心者に
も丁寧に教えます。脳の活性化に最適
です時毎週土曜日、午後1時〜4時30分
場高松学習館定10人（申込順）申田代
さん☎（525）9542

13日㈬午後6時30分開演（午後6時開
場）場たましんRISURUホール費1,000
円定246人（申込順）申宮島さん☎090

（6713）2791
●フラダンス体験レッスン　K

カ

a P
プ ア

uaが
主催。健康と美容のため、楽しくフラダ
ンスを踊りませんか対初心者の方（経
験者の方はご相談ください）時▷3月13
日・27日、4月3日・10日・17日の水曜
日、午後7時〜8時▷3月15日、4月5
日・12日・19日の金曜日、午前9時15分
〜10時15分場たましんRISURUホー
ル定各10人（申込順）申津根さん☎090

（3570）1635

会員募集

●立川太極会　1か月（4回）体験無料。
健康のためや武術として太極拳に興
味がある方をお待ちしています。日程は

「立川太極会」のホームページをご覧
ください時毎月第1・第3土曜日、第2・
第4日曜日、いずれも午前10時〜正午

まちのお知らせ

●第15回弁護士さんと語ろうシリーズ
〜憲法11条から見たSDGs　錦法律
を知る会が主催。世界の戦争、貧困、飢
餓や難民問題をなくすために何ができ
るのか。SDGs（持続可能な開発目標）
の17の目標について、憲法11条から見
た目標達成への道すじを学びます対お
おむね40代〜60代の市民の方時3月
16日㈯午後1時30分〜4時30分場錦
学習館師弁護士・山口真美さん費500円

（資料代）定25人（申込順）申馬場さん
☎070（3542）2860
●講話〜障がい年金の賢い貰い方　た
ま年金研究会が主催。障がい年金を必
要としている人へ、確かな申請の要領を

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。

60歳以上の市民の方を対象に来年3月まで開設。くわしくは各担当学習館へ
お問い合わせください費年会費2,000円（ほかに参加費がかかる教室もあり
ます）申3月12日㈫から希望する教室の担当学習館（下表）へ（申込順）

生きがいと交流の寿教室

教室名（会場） 開講式日時 主な内容と活動日 問い合わせ先
（担当学習館）

柴崎寿教室
（柴崎学習館）

4月18日㈭
午後1時30分から

健康体操、民踊教室、フォークダ
ンスほか
毎週木曜日、午後1時30分〜3時 柴崎学習館

☎（524）2773

羽衣寿教室
（羽衣中央会館）

4月17日㈬
午前10時から

健康体操、コーラス
第1・第3水曜日・金曜日、午前
10時〜11時30分

砂川寿教室
（砂川学習館）

4月10日㈬
午後1時30分から

健康体操、コーラス、フラダンス
毎週水曜日、午後1時30分〜3時 砂川学習館

☎ (535)5959
こぶし寿教室
（こぶし会館）

4月12日㈮
午後2時から

健康体操、コーラス、カラオケ
毎週金曜日、午後2時〜4時（健
康体操は午後3時30分まで）

西砂寿教室
（西砂学習館）

4月4日㈭
午後1時30分から

健康体操、コーラス、フォークダ
ンス
毎週木曜日、午後1時30分〜3時

西砂学習館
☎ (531)0431

高松寿教室
（高松学習館）

4月10日㈬
午後1時30分から

▶健康体操＝主に第3水曜日、午
後2時から▶気功＝主に第2木曜
日、午後1時30分から▶民謡＝主
に第3木曜日、午後1時30分から

高松学習館
☎ (527)0014

錦寿教室
（錦学習館）

4月10日㈬
午後1時30分から

▶フラダンス＝火曜日▶健康体操
＝木曜日▶民謡踊り＝金曜日、い
ずれも月に1〜2回、午後1時30
分から

錦学習館
☎ (527)6743

栄寿教室
(幸学習館)

4月16日㈫
午前10時から

健康体操、コーラスほか
毎週火曜日、午前10時〜11時30分 幸学習館

☎ (534)3076若葉寿教室
（若葉会館）

4月10日㈬
午前10時から

健康体操、コーラス、学習会ほか
毎週水曜日、午前10時〜11時30分
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