
                

  

  

プレスリリース にぎわいとやすらぎの交流都市 立川 

令和 2 年 10 月 29 日 立川市広報課 

 送付文書 計 4 枚 

報道機関 各位 

 

第14回たちかわ市民講師フェアを開催します 

 

生涯学習推進センターには、さまざまな分野で専門的な知識や技能を持つ方々を、学習グ

ループや地域のイベントに紹介する「生涯学習指導協力者（通称：市民リーダー）」登録制

度があります。 

この「たちかわ市民講師フェア」は、市民リーダーとして登録している方々の作品や音楽・

パフォーマンスをご覧いただける年に1度の機会です。 

取材ならびに記事掲載のほど、よろしくお願いいたします。 

 

記  

（作品展） 

１.事業名 第14回たちかわ市民講師フェア 作品展 

２.日 程 11月9日（月）～11月15日（日）午前10時～午後5時 

（9日は午後1時から、15日は午後3時まで） 

３.場 所 女性総合センター・アイム 1階ギャラリー 

４.費 用 入場無料 

 

（音楽・パフォーマンス） 

１.事業名 第14回たちかわ市民講師フェア 音楽・パフォーマンス 

２.日 時 11月12日（木）正午～午後3時 （入退場自由） 

３.場 所 女性総合センター・アイム 1階ホール 

４.費 用 入場無料 

５.出演者 河津 哲也（草笛）、新原 英子（気功）、渡部 調匡（クラリネット） 

 



                

  

  

プレスリリース にぎわいとやすらぎの交流都市 立川 

（ワークショップ） 

１.事業名 第14回たちかわ市民講師フェア ワークショップ 

２.日 時 11月15日（日）午前10時～午後1時 1コマ30分 または 45分の入替制 

３.場 所 女性総合センター・アイム 1階健康サロン 

４.費 用 無料 または 500円 

５.講 師 北村 由紀子（プリザーブドフラワー）、酒井 遊山（水墨画）、 

芝原 圭子（書道）、難波 敦子（トールペイント）、間宮 晢（篆刻） 

６.定 員 1コマ2名（申込順、空きがある場合は当日参加も可能） 

７.申 込 受付中 生涯学習推進センター（℡０４２－５２８－６８７２） 

申し込み受付時間 ８：３０～１７：１５（月曜～金曜） 

 

※詳細は、別添チラシをご参照ください。 

 

【問い合わせ】立川市生涯学習推進センター 担当：海野 仁  

℡０４２―５２８―６８７２  



15日（日） 健康サロンにて
1０時から１３時まで

ワークショップ

市民講師たちの作品やパフォーマンスが
ご覧になれる年１回のチャンスです。2020年

主催 立川市生涯学習市民リーダーの会
共催 立川市生涯学習推進センター

■立川市は、さまざまな分野で専門的な知識や技能
経験を持っている方を、学習グループや地域のイベ
ントなどに紹介する「生涯学習指導協力者（生涯学習
市民リーダー）登録制度」を設けています。
■このイベントは生涯学習市民リーダーが企画運営
するものです。 この機会に 、講座を体験したり、
作品や音楽、パフォーマンスを鑑賞してみませんか。

会場 : 女性総合センター・アイム1階
        

9日（月）～15日（日） ギャラリーにて
10時～17時 (９日は13時から  115日は 5時まで )

作 品 展

パフォーマンス

内容やスケジュールは裏面をご覧ください。

お問い合わせ
立川市生涯学習推進センター
TEL 042-528-6872

アート
クラフト

パフォーマン
ス

いろいろ

   み
られます

第14回第14回

11月9日(月)～11 月15日(日)

たちかわ市民講師フェアたちかわ市民講師フェア

入場
無料ギャラリー・ホール・健康サロン

１２時から１５時まで

15日（日） 健康サロンにて
1０時から１３時まで

ワークショップ

12日（木）ホールにて
■立川市のＨＰ

■GoogleMap



作品展作品展 ギャラリーにて 10時から17時まで (９日は 13時から  15日は 15時まで)  入場無料

12日（木）のみ ホールにて   入場無料   直接会場へパフォーマンスパフォーマンス

片江 安巳　　藍染と草木染めの作品　藍染は綿や麻の染色に適します。　草木染は絹製品に良く染まります。

山川 信子　　きりえ                    「窯のある風景」小さな小屋なのに存在感のある煙突にひかれました。
　　　 　　　 　　　　                   「ボルダリング」赤いイチゴの中の粒々をつかんで遊びたくなりました。

酒井 遊山　　水墨画・墨彩画           「さくら」　毎年さくらの時期になると根川沿いを歩き、また学校の周辺のさくらを
                                                                         見ては描こうと思い、何年もたちました。

間宮 晢　　　篆刻　

芝原 圭子　   書道　　　　　　        書画４点を展示します。様々な書の世界をお楽しみください。

岩越 敦彦　　上手な絵を描くコツ　　ジャンルに関わらず、絵を上達させる「レンジ・錯覚・印象」の解説と参考作品。　

題字︓芝原圭子　　チラシデザイン︓岩越敦彦

健康サロンにてワークショップワークショップ
種目　　　　　　　　　　　 内容 　　　　　　        　　　　　　　　　　　　   講師　        　

時間　 　　 　 内容 　　　     　　　　講師　　　　　時間　   　　  内容              　　 　   　  講師　

申込制 (10/15（木）より先着順・空きのあるものは当日参加可)
申込先︓生涯学習推進センター ℡042-528-6872

中国の石を彫ってみよう
費用 :500円 来年の干支「丑」のマイハンコを作りましょう。 間宮 晢

酒井 遊山墨の濃淡を美しく描こう
費用 :500円

筆の使い方から画箋紙と色紙に風景、花等を描きます。

北村 由紀子カレイドフレームに飾る
ミニツリー　費用 :500円

カレイドフレームに思い思いの飾りをつけたミニツリー
を作成してみませんか。

かきかた教室
費用 : 無料 芝原 圭子えんぴつで自分の名前をきれいに書いてみましょう。

難波 敦子サンタクロースを描こう
費用 :500円 トールペイントでクリスマスを楽しみましょう。

北村 由紀子　　　　　　　　　　プリザーブドフラワー
カバードクロス 

難波 敦子 トールペインティング
ポーセリンアート

食器に描く、生活雑貨に描く、すべて手書きで自由に描いた作品をお楽しみください。

古山 和子　　アーティフィシャルフラワー
(シルクフラワー)　

 「クリスマス気分で」クリスマス期間におうちに飾る花のいろいろ。
 キャンドルアレンジメント、リース。　

田形 実千子　メタルアート＆ビーズ小物   　　「ラフィーネの部屋から」 一枚のピューターシート ( 錫 ) にメタルアート用のペンを使って、押したり、
ふくらませたりして、立体的に加工し、お部屋の小物などをおしゃれにリメイクしたり、極小ビーズや
スパングルを一針・一針ちりばめて、アクセサリーを作り、小さな幸せ・ゆとりを楽しみます。

講師　　　　　種目　　　　　　　　　作品・ひとこと　

講師名は五十音順

12:00 ～ 12:25

12:30 ～ 12:55

13:00 ～ 13:25

13:30 ～ 13:55

14:00 ～ 14:25

14:30 ～ 14:55 楽しい養生気功
中高年を対象に、明るく楽し
くをモットーに、身も心もリ
フレッシュします。

「森の音楽」草笛演奏 ( 独奏 )
トークを交えて、草笛を独奏
します。

誰でも知ってるポピュラー
音楽で身も心も楽しく︕
なつかしい曲をクラリネット
で演奏します。

楽しい養生気功
中高年を対象に、明るく楽し
くをモットーに、身も心もリ
フレッシュします。

誰でも知ってるポピュラー
音楽で身も心も楽しく︕
なつかしい曲をクラリネット
で演奏します。

「森の音楽」草笛演奏 ( 独奏 )
トークを交えて、草笛を独奏
します。

新原 英子新原 英子

河津 哲也

河津 哲也 渡部 調匡

渡部 調匡

15 日(日)  10 時から 13 時まで 

司会︓古山 和子

花で彩るクリスマス　プリザーブドフラワーを中心にアレンジを楽しんでいただけ
たらと思います。( リースやツリー等 )  カバードクロスは、日用品をお好みの布でカ
バーリングするものです。どなたでも楽しんでいただけるものです。

落款印　フルネーム、雅号、引首印３本で１組です。４名の方の落款印です。
干支印
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