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■柴崎学習館まつり「第３７回すわっ祭」
　●作品展　４月１３日に陶芸作品の実
費頒布あり。直接会場へs４月１２日㈮
～１４日㈰、午前９時～午後５時（１４日
は午後４時まで）
　●英会話公開講座　s４月１５日㈪午
後１時～４時fシルバー大学講師・早
川信夫さんk若干名（１歳～学齢前）
l１０人（申込順）q電話で柴崎学習館へ
　●パソコンでメモ帳を作ろう　s４
月１７日㈬午前１０時～正午fパソコン勉
強会の皆さんk若干名（１歳～学齢前）
l１０人（申込順）q４月１０日から電話
で柴崎学習館へ
　●１６ミリフィルムで亀井文夫作品を
見よう！映画会　s４月１７日㈬午後１
時３０分～４時l１００人（申込順）q４
月１０日から電話で柴崎学習館へ
　●音楽会　直接会場へs４月２１日㈰
午前１０時～午後４時
　そのほかの催しについては、パンフ

講　　座
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レットをご覧ください
w柴崎学習館緯（５２４）２７７３

■こどもグリーンクラブ
　環境や自然について、楽しみながら
学びませんかa小学３年～６年生s下
表の通り（全８回）d砂川学習館、国
営昭和記念公園などf環境学習リーダ
ーの皆さんほかg２，５００円l３０人（申込
順）q４月１０日から電話で砂川学習館
緯（５３５）５９５９へ

 

■講演会　隕石落下の謎に迫る
　２月１５日、ロシアに落下した隕石は
予測できなかったのか、日本でも起こ
る可能性があるのか。研究者が疑問に
お答えします。南極から持ち帰った隕

市民企画講演市民企画講演会会 石の展示もあります（ロシアに落ちた
ものとは別です）。国立極地研究所協力。
直接会場へs４月２４日㈬午後６時３０分
～８時３０分d女性総合センター１階ホ
ールf国立極地研究所教授・小島秀康
さんl１８０人（先着順）w生涯学習推進
センター緯（５２８）６８７２

 

■立川フラメンコ
　華やかな衣装を着た５００人の踊り手
によるストリートフラメンコ「セビジ
ャーナス」やライブステージ、フラメン
コ衣装コンテストなどを開催（立川南
口すずらん通り・いろは通り商店街振
興組合の共催）。直接会場へs５月３日
㈷午前１１時～午後４時dJR立川駅南
口すずらん通りほか。また、渇伊吹吾郎
ディナーショー招待券のプレゼントセ
ール（４月１日～２５日）渇商店街店舗へ
の「出前フラメンコ」（４月２４日～２７日）
渇前夜祭（５月２日）なども開催。くわ
しくは同商店街店舗にあるチラシをご
覧くださいwＴＴＭ㈱緯（５２４）５７８７、
市産業振興課商工振興係・内線２６４４

■たまみらでオペラを聴こう
　たまがわ・みらいパークのリニュー
アル記念コンサートです。地域の音楽
家たちによるクラシックとオペラアリ
ア。直接会場へs４月２１日㈰午後１時

催　　し
～３時dたまがわ・みらいパーク（旧多
摩川小）w同企画運営委員会緯（８４８）
４６５７、市子育て推進課・内線１３４０

■おもちゃの病院
　壊れたおもちゃを修理します。１世
帯２点で先着４０点まで。壊れた部品な
ども一緒にお持ちください。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a市内在
住の方s４月２７日㈯午後１時～３時d
女性総合センターw生活安全課消費
生活センター係緯（５２８）６８０１

■読み聞かせ入門
　読み聞かせに適した絵本の選び方、
読み聞かせ方法などを学びますaお子
さんが通学している小学校で、絵本の
読み聞かせをしている方s５月１８日㈯
午前１０時～正午d女性総合センター５
階第３学習室f市図書館職員l３０人
（申込順）q４月１０日から直接、また
は電話で中央図書館緯（５２８）６８００へ

■古民家園でお茶を楽しみませんか
　春うららかな古民家園で抹茶を味わ

ってみませんか。 茶  点 ては生涯学習市
ちや た

民リーダー・鎌田美貴子さん。直接会
場へs４月２１日㈰午前１１時～午後１時
（受け付けは午後０時３０分まで。材料
がなくなり次第終了）d川越道緑地古
民家園g無料（お菓子付きは実費２００
円）w歴史民俗資料館緯（５２５）０８６０
 

■介護予防教室
　●アクティブ体操　楽しく体操をし
て体力アップを目指しますs５月１日
㈬午後２時から
　●のびのび体操　音楽に合わせた誰
にでもできる楽しい体操ですs４月２７
日㈯午後１時３０分から
いずれもa６０歳以上の市民の方d高
松学習館l各２５人（申込順）;動きや
すい服装と靴、飲み物、タオルq４月
１０日午前９時から電話で中部たかまつ
地域包括支援センター緯（５４０）２０３１へ。
必ず申し込みをして参加してください。

高高齢齢期期をを
いいききいいききとと
高齢期高齢期をを
いきいき いきいきとと

■介護相談会　サロン「ひとやすみ」
　介護に必要な準備、認知症の進行と
在宅介護についてなど、介護の段階ご
とにテーマを決めてミニ講座と懇談を
行います。今年度第１回となる今回の
テーマは「準備と心構え」です。気軽
にご参加くださいs４月２４日㈬午前１０
時～正午d高松学習館l１５人（申込順）
q中部たかまつ地域包括支援センター
緯（５４０）２０３１へ

■認知症相談会
　家族の介護でお悩みの方、認知症に
ついて心配されている方、ちょっとし
たもの忘れなど、気軽にご相談くださ
いs４月２６日㈮午前１０時～正午d市役
所２０８会議室l４組（申込順）q電話
で高齢福祉課在宅支援係・内線１４７１へ

 

●４月８日～１０日（ＦⅠ）　 ●４月
２６日～２９日〔共同通信社杯（福井）
全Ｒを場外発売〕

開催案内・レース結果緯０１８０（９９４）２２３～５

持ち物など定　員日　時内容（共催）
飲み物、お弁当、敷物、交通
費。行き先は多摩御陵と駒木
野庭園

２０人
５月１８日㈯
午前９時２０分
ＪＲ昭島駅集合

qウォーキング（西
砂ウォーキング友の
会）

筆記用具２０人５月２３日㈭・３０日㈭、
午前１０時～正午

qセルフ・カウンセ
リング（せせらぎ会）

タオル、飲み物、雑巾２枚、
親子ともに動きやすい服装

３組（２歳６
か月から）

５月３１日㈮
午前１０時～正午

q親子体操（西砂ふ
れあい体操友の会）

６月１日㈯
午前１０時～正午

コーラス（コーラス
槐）

※相談可６月１日㈯・２日㈰
午前１０時～午後４時

パソコン（西砂パソ
コンサークル）

※会員が指圧サービスをしま
す

６月２日㈰
午前１０時～１１時３０分

指圧（指圧健康友の
会）

動きやすい服装、すだれは貸
し出しあり１０人６月８日㈯

午前１０時～正午

q南京玉すだれ（南
京玉すだれアーチス
トの会）

　dいずれも西砂学習館qマークの
教室（いずれも申込順）は、４月１０
日から電話で西砂学習館緯（５３１）
０４３１へ。そのほかは直接会場へ

西砂学習館まつり
体験教室
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■緑地・樹林地など保全ボラン
ティア団体を募集しています

　市が管理する緑地や樹林地などの保
全・育成と管理を市と協働で行うボラ
ンティア団体を募集し、活動を支援し
ています葛対象＝メンバーの半数以上
が市内在住・在勤・在学の方で構成さ
れたグループで、継続的に樹林地など
の保全活動ができる原則５人以上のボ
ランティア団体葛活動内容＝草刈り、
ごみ拾い、落ち葉、枯れ枝の清掃など、
年６回以上の保全活動や、自主的な企
画活動葛支援内容＝樹林地など保全活
動に関する研修講座や情報の提供、ア
ドバイザーの派遣、道具の貸し出しq
公園緑地課（市役所２階）で配布する
申請書に必要事項を書いて、添付書類
を添えて直接、同課緑化推進係・内線
２２６０へ

募　　集 ■環境リーダー養成講座の参加者
　５月から始まる、環境を学び・考え・
行動する「たちかわエコパートナー講
座」第５期生を募集します。身の回り
の環境への感性や観察力を養い、自ら
の行動を考え、環境の大切さを広めて
いける方を養成します。前半は、自然
観察・自然体験をし、学んだこと・感
じたことを伝える方法を体験します。
後半は、ごみやエネルギーなどの社会
環境を学習します。期間は１年間（初
回は５月１１日㈯で、１７回実施予定）l２５
人（申込順）q４月１０日から電話か、
氏名・電話番号を書いてファクスまた
はＥメールで、環境対策課環境推進係・
内線２２４３r（５２４）２６０３ekankyoutais 
aku@city.tachikawa.lg.jpへ

■「第１２回くらしフェスタ立川」
への参加団体

　「食」や「環境」の問題を中心に、
さまざまな角度からくらしを見直すア

イデアいっぱいのイベント「くらしフ
ェスタ立川」を、平成２６年２月に実施
します。各参加団体は「くらしフェス
タ立川実行委員会」を構成し、この実
行委員会で「第１２回くらしフェスタ立
川」を企画・運営します。皆さんの団
体も参加してみませんか。実行委員会
はほぼ月１回開催予定。第１回実行委
員会は、５月８日㈬午前１０時から女性
総合センターで開催a市内の団体・グ
ループq５月１日までに電話か、団体
名・代表者名・連絡先を書いてファク
スで生活安全課消費生活センター係
〔女性総合センター内〕緯（５２８）６８０１r
（５２８）６８０５へ

■体験型農園の入園者
　畑で農作業に親しみませんか。体験
型農園は、農園主の技術指導を受けな
がら、種まきから収穫までの作業を行
います。作付け計画や、種・苗、農具
などは農園主が用意するので、初心者
の方も安心して本格的な農作業を体験

し、野菜を収穫することができます。
１区画当たりの面積は約３０㎡。利用期
間は平成２６年１月まで（更新可）。なお、
自動車での通園はできませんa原則と
して市内在住の方で、利用期間内に継
続して農作業に取り組める方d下表の
通りg１区画４万円q４月３０日（必着）
までに、往復はがき（１世帯１枚）に
希望する農園名と住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号を書いて産業振
興課農業振興係・内線２６５０へ（応募状
況によっては抽選になります）

募集区画住　所農園名・農園主名

１区画西砂町６丁目とちの木農園・石
塚保さん

３区画西砂町６丁目とのがやおかず
畑・石塚和生さん

３区画若葉町２丁目ひまわり農園・鈴
木豊さん

３区画幸町５丁目スマイル農園・豊
泉裕さん

１１区画若葉町１丁目太陽農園・尾崎義
彦さん

内　容日　時
楽しく学ぼう～お
茶摘み・煎茶作り
体験

５月１１日㈯
午前９時～午後２時

エコ体験～スーパ
ーで環境探検隊

６月２２日㈯
午前９時～午後１時

野山北公園でザリ
ガニ釣りと自然観
察

７月２０日㈯
午前９時～

午後３時３０分
十五夜飾りとお月
見体験

９月２１日㈯
午前９時～午後２時

落花生とさつまい
もの収穫体験と自
然観察

１０月２６日㈯
午前９時～午後３時

野山北公園で秋の
自然観察

１１月１６日㈯
午前９時～午後３時

春の七草とお正月
遊びを楽しもう

平成２６年１月１８日㈯
午前９時～午後１時

お楽しみ会２月１５日㈯
午前９時～午後１時


