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「立川の好奇心!」などの巨大看板を
掲げる地元ショッピングビルの「フロ
ム中武」。祖父の代からこの地で商売
を続け、現社長である中野裕司さん
にキャッチコピーにかける思い、商売
の移り変わりなどを聞きます。歓談の
時間も。企画・運営はたちかわ市民交
流大学市民推進委員会。たちかわ☆
きらきらカード対象講座時11月27日
㈬午後2時〜4時場柴崎学習館定30人

（申込順）申10月25日㈮から柴崎学
習館☎（524）2773へ

企画・運営は生涯学習市民リーダー
の会。いずれも申込順申10月25日㈮
から電話で生涯学習推進センター☎

（528）6872へ
●立川断層を見て歩く　断層の成
因、メカニズムなどを座学で学び、
①砂川三番や狭山池周辺②矢川緑
地周辺などの立川断層由来の地形
を見学します時①11月20日㈬午前
10時〜午後3時②11月27日㈬午前
10時〜正午場①砂川学習館ほか②
子ども未来センターほか師生涯学習
市民リーダー・清水栄蔵さん費700
円（受講料・保険代）と交通費実費定
15人
●楽しい中国健康体操　音楽にのせ
て体のツボを刺激しながら、中国独特
の体操をします時12月3日・10日の
火曜日、午後2時〜4時場高松学習館
師生涯学習市民リーダー・新原英子
さん費600円（受講料）定20人

直接会場へ時 11月1日㈮〜12月1
日㈰、午前9時〜午後4時30分〔11
月5日㈫・11日㈪・18日㈪・25日㈪
は休 館 〕場・問 歴 史 民 俗 資 料 館 ☎
(525)0860

みんなで作る学びの場
たちかわ市民交流大学

遊びにおいでよ 児 童 館 マークのある催しは
申し込み制です

富士見児童館	 ☎（506）0026
羽衣児童館	 ☎（506）0025
●10月1日から大規模改修工事で閉館し

ています▷富士見児童館=新生小▷羽
衣児童館=六小で出張児童館を実施し
ていますので、くわしくは児童館ホー
ムページをご覧ください
若葉児童館	 ☎（536）1400
●ドッジボール大会=11月1日午後4時

30分から
●工作週間=11月9日〜16日、午後3時

30分から
秋を感じよう!=11月9日午後1時30分
から、定員15人
西砂児童館	 ☎（531）0433
卓球大会=11月6日午後3時30分か
ら、定員24人
キックベース大会=11月21日午後3時
30分から、定員20人
おいもパーティをしよう=11月24日午
後2時30分から、定員15人

幸児童館	 ☎（537）0358
●工作週間=11月11日〜16日
●タッチ祭=11月30日正午から
●ひだまりカフェ=毎週月曜日午前9時

30分から、有料
上砂児童館	 ☎（535）1557
●マンカラ大会=11月6日午後3時から
バードコールを作ろう=11月13日午後
3時30分から、定員10人、有料
やきいも大会=11月20日午後3時30
分から、定員30人、有料

●じどうかんなおし隊=11月25日〜27
日
高松児童館	 ☎（528）2925
●火ばさみ隊=11月13日午後3時30分

から
●お楽しみ上映会=11月18日午前10時

からと午後2時から
錦児童館	 ☎（525）6684
●竹馬に乗ろう!=11月13日・28日、午後

2時30分から

「プリピャチ」（1999年、100分）時11
月30日㈯▷午前の部＝午前10時〜
正午▷午後の部＝午後2時〜4時場
柴崎学習館定100人（申込順）保午
前の部のみ若干名（1歳〜学齢前）申
10月25日㈮から電話で柴崎学習館☎

（524）2773へ

●女性へのセクハラ・暴力　露呈し
たスポーツ界　企画・運営は女性の
視点を活かす会・アエネ時11月24日
㈰午後1時30分〜3時30分場女性総
合センター師スポーツライター・山田
ゆかりさん定60人（申込順）保8人程
度（1歳〜学齢前）申10月25日㈮から
男女平等参画課☎(528)6801へ
●思春期子どもたちの健康講座〜か
らだと心を大切にして生きる　企画・
運営はBody&Soul時11月30日㈯午
後1時30分〜3時30分場女性総合セ
ンター師産婦人科医・丸橋和子さん
定20人（申込順）保5人程度（1歳〜学
齢前）申10月25日㈮から男女平等参
画課☎(528)6801へ
●お母さんのための面接対策セミ
ナー　座学（面接ワンポイントアドバ
イス）の後にロールプレイで実践対現
在子育て中で、再就職を目指している
女性時11月19日㈫午後1時〜3時30
分（アドバイスは午後2時まで）場女
性総合センター定▷座学のみ=8人▷
座学とロールプレイ=12人（いずれも
申込順）申10月25日㈮〜11月12日
㈫に電話で立川ワークプラザマザー
ズコーナー☎（523）1509へ〔同コー
ナーでの事前登録が必要です〕問男
女平等参画課☎(528)6801

現代の不妊事情とその心理面での
サポートについて学びます対不妊に
関心がある方時11月30日㈯午後2
時〜4時場西砂学習館師NPO法人
Fine公認ピア・カウンセラー 中辻尚
子さん定15人（申込順）保8人程度（1
歳〜学齢前。おやつ・飲み物持参）申
10月25日㈮から電話で西砂学習館☎

（531）0431へ

対 小学生 時 11月30日㈯午前10時
〜正午場高松学習館師生涯学習市
民リーダー・木島まゆ美さん費300
円（材料代）定 15人（申込順）申 10
月25日㈮から電話で高松学習館☎

（527）0014へ

時11月20日㈬午前10時30分〜正午
場こぶし会館師幸図書館職員定12人

（申込順）持風呂敷（貸し出しあり）申
10月25日㈮から幸図書館☎（536）
8308へ

申・問歴史民俗資料館☎(525)0860
へ
●体験学習「手打ちそば作り」　対市
内在住の大人の方時11月16日㈯午
前10時〜午後0時30分場歴史民俗
資料館師そば店主・尾崎好司さん費
500円（材料代）定30人（申込順）持ス
カーフ（バンダナ）、エプロン、タオル
申10月25日㈮から歴史民俗資料館
へ
●古民家園でお茶を楽しみませんか
　茶たては生涯学習市民リーダー・
鎌田美貴子さん。直接会場へ時11月
1日㈮・17日㈰、午前11時〜午後1時

〔受付は午後0時30分まで。材料が
なくなり次第受付終了〕場川越道緑

地古民家園費お菓子付きは実費200
円
●「銅

どうしょうこ

鉦鼓」特別展示　中世に起こっ
た立

たちかわはらかっせん

河原合戦を実証する「銅鉦鼓」
（ 都 指 定 有 形 文 化 財 ）を特 別 公 開
します。直接会場へ時11月1日㈮〜
12月1日㈰、午前9時〜午後4時30分

〔11月5日㈫・11日㈪・18日㈪・25日
㈪は休館〕場歴史民俗資料館
●講演会「立川の板

いた

碑
び

」　中世石
せきぞう

造供
く

養
よう

塔
とう

の一つである「板碑」。実物や拓
本を見ながら、文字に込められた想い
を探ります時11月23日㈷午後1時30
分〜3時場歴史民俗資料館師国立国
語研究所准教授・高田智和さん定20
人（申込順）申10月25日㈮から歴史
民俗資料館へ

皆さんのこれまでの学びや活動の成
果を講座にしてみませんか。
▶全体テーマ=生涯学習からはじまる
まちづくり▶募集対象団体=立川市に
活動の拠点を置くサークルやNPO法
人などの市民グループ▶応募方法=
事業提案書に必要事項を書いて、郵
送かファクスで▷実施会場が地域学
習館の場合=希望する地域学習館へ
▷その他の場合=生涯学習情報コー
ナー（女性総合センター1階）へ。くわ
しくは募集案内をご覧ください。募集
案内と事業提案書は同コーナーと各
地域学習館で配布するほか、市ホー
ムページからダウンロードもできま
す問生涯学習推進センター☎（528）
6872

5歳児の作品や保育園で使用してい
る手作りおもちゃ、保育園での食事や
保健指導の様子の写真を展示します。
また、市内で運営している家庭福祉員
の保育の様子についても展示します。
直接会場へ時11月27日㈬〜12月2日
㈪、午前9時〜午後5時場市役所1階
多目的プラザ問保育課・内線1320

対卒乳前または卒乳を考える母親、
妊婦時11月30日㈯午後1時30分〜
3時30分場子ども未来センター師助
産師・河房子さん定 15人（申込順）
保5人（1歳〜学齢前。1歳未満は膝
上）申10月30日㈬午前10時から子ど
も未来センター子育て支援事務室☎

（529）8664へ

いずれも場子ども未来センター
①キッズワークショップvol.31「オー
ストリア風スパイスを使ったクリスマ
ス・ベル飾り作り」　対6歳以上の子
どもと保護者時12月8日㈰▷午前10

きらきら★塾
立川で商いを続けて50年!

市民リーダー☆みんなの講座
ふろしき活用術

歴史民俗資料館の催し

男女平等参画に向けた講座

わかることでサポートできる
不妊のお話

もうすぐクリスマス★
きらきらランプをつくろう!

第22回保育のひろば

考え話し合おう卒乳講座

親子向けワークショップ

たまがわ・みらいパークの催し
場旧多摩川小。 マークの催しは
電話で、たまがわ・みらいパーク企
画運営委員会☎Fax（848）4657へ

●子育てひろば　お弁当持参でたっ
ぷり遊べます 対 乳幼児と保護者 時
11月の毎週金曜日と10日・24日の日
曜日、午前11時〜午後3時
●おはなしたまご「おはなし会」　時
11月24日㈰午後1時〜2時
●絵てがみ教室　野菜・果物・花など
を見ながら、絵を描きます 時 11月5
日・19日の火曜日、午前10時〜正午
費50円（材料代）
ものづくりワークショップ　アクセ

サリー作り時 11月2日㈯午後1時〜
5時費500円（材料代）定20人〔申込
順、11月1日㈮まで〕
よさこいソーランの講習　参加者

把握のため、11月2日㈯までに連絡
を対中学生〜70歳くらい（小学生以
下は保護者同伴）時 11月9日･23日
の土曜日、午後7時〜9時費1,000円

（保険料･衣装代など）
ふれあいサークル　体操、脳トレ

など対 高齢者 時 11月9日㈯午後1時
30分〜3時30分費50円（茶菓子代）
定20人〔申込順、11月6日㈬まで〕
●みんなのサロン　介護予防の健康
体操と軽食をみんなで作って食べま
す対高齢者時11月16日㈯午前10時
〜正午費100円（材料代）持運動しや
すい服装、タオル
陶芸教室　陶芸・陶板記念プレー

ト作り時11月2日・16日の土曜日、午
後1時30分〜3時30分費子ども500
円、大人1,000円（材料代）定 10人

〔申込順、11月1日㈮まで〕持エプロ
ン、ビニール袋
●フリー談話室「さぼう」　自由に参
加できる交流の場 時 毎週土曜・日曜
日、午前10時〜午後3時
●ニットカフェ　編み物や折り紙を
して自由にお過ごしください時11月
の毎週火曜日、午後1時〜3時費50円

（お茶代）
日曜絵画教室　水彩絵の具を使っ

てスケッチ時11月24日㈰午後1時〜
2時30分定10人〔申込順、11月23日
㈷まで〕

現在、錦町4丁目にある国の立川
地方合同庁舎が、11月に緑町4−
2（右地図）へ移転します。この移
転にあわせ、税務署とハローワー
クなども新合同庁舎の各階へ移
転し、下表の日程で業務を開始
します問関東財務局東京財務事
務所立川出張所☎（524）2195

サ
ン
サ
ン
ロ
ー
ド（
歩
行
者
専
用
）

名称〔フロア〕 業務開始日 問い合わせ先
自衛隊東京地方協力本部立川出張所〔2階〕 11月 8 日㈮ ☎（524）0538
関東財務局東京財務事務所立川出張所〔7階〕 11月11日㈪ ☎（524）2195
東京税関立川出張所〔6階〕 11月11日㈪ ☎（522）6004
東京法務局立川出張所〔6階〕 11月18日㈪ ☎（524）2716
立川税務署〔4階・5階〕 11月25日㈪ ☎（523）1181
立川労働基準監督署〔3階〕 12月 9 日㈪ ☎（523）4475
ハローワーク立川（公共職業安定所）〔1階〜3階〕12月24日㈫ ☎（525）8609

税務署・
ハローワークなどが入居

立川地方合同庁舎が
移転します

時〜11時▷正午〜午後1時▷午後2
時〜3時師オーストリア伝統工芸教
室主宰・小川由美子さん費子ども1人
500円（材料代）定各回8組（抽選）
②パパママワークショップvol.3『ペー
パークラフト「秋のクイリングアー
ト」』　対子育て中の父母時11月28
日㈭▷午前9時30分〜11時30分▷
午後1時〜3時師クラフトアーティス
ト・荻野幸子さん費 1,500円(材料
代)、500円（保育料1人分）定各回10
人（抽選）保6人（1歳〜学齢前。飲み
物、おやつ持参）
③パパママワークショップvol.4「オー
ストリア風スパイスを使ったクリスマ
ス・そり飾り作り」　対子育て中の父
母時12月5日㈭▷午前10時〜11時
30分▷午後1時〜2時30分師オース
トリア伝統工芸教室主宰・小川由美子
さん費1,300円(材料代)、500円（保
育料1人分）定各回6人（抽選）保6人

（1歳〜学齢前。飲み物、おやつ持参）
申①11月17日㈰②11月19日㈫③
11月28日㈭までに、ホームページHP

http://tachikawa-chiikibunka.
or.jpから立川市地域文化振興財団☎

（526）1312へ

市民グループが運営する
講座企画を募集

●創造美術会展　創造美術会が主催。
風景、静物、人物など油彩を中心にした
具象写実絵画40点。直接会場へ時10月
30日㈬〜11月5日㈫、午前11時〜午後
6時（最終日は午後5時まで）場なみき画
廊（曙町2−14ルミナス立川）問並木さ
ん☎（522）7590
●栄町音楽祭　栄町音楽祭実行委員
会が主催。地域の音楽団体によるコン
サート。コーラス・金管バンド・ハーモニ
カ・トーンチャイム・和太鼓などの音楽
が楽しめます。直接会場へ時11月30日
㈯午後1時開演（午後0時30分開場）場

さかえ会館問長鶴さん☎（535）9906
●第16回写交四季写真展　写交四季
が主催。年1回の会員による作品展（花
や風景など30点）。直接会場へ時11月
1日㈮〜9日㈯、午前11時〜午後6時〔9
日は午後5時まで、6日㈬は休み〕場 新
紀元（曙町2−7−21カクニビル4階。立
川駅北口徒歩3分）問伊東さん☎（527）
7076
●親子で作ろうクリスマスケーキ　立
川教育振興会が主催。ケーキ作りを通
じて親子関係を深めます対小学生以上
の子どもと保護者時11月30日㈯午前8
時30分から場国際製菓専門学校（曙町
1−32−1）費2,500円（材料代、保険料）
定 15組30人（申込順）持 上履、エプロ
ン、バンダナ、筆記用具申はがきに住所、
氏名、電話番号を書いて、11月20日㈬

〔必着〕までに立川教育振興会〔〒190
−0033一番町3−11−3〕へ問清原さん☎

（531）6635
●税金の無料相談会　東京税理士会
立川支部が主催。税務相談全般時11月
11日㈪〜17日㈰、午前10時〜午後4時
場 東京税理士会立川支部（高松町2−
27−27TBK第1高松ビル2階）申同支部
☎（525）1397
●パソコンで年賀状作成講座　パソコ
ン勉強会が主催。年賀状の表面と裏面
を作成。パソコン貸し出しは10人まで
可。持ち込みも可対文字入力のできる
方時11月27日㈬午前10時〜午後3時
場柴崎学習館費500円（資料代）定15
人（申込順）申住所、氏名、電話番号、パ
ソコン貸し出し希望の有無を書いて、は
がきまたはEメールで藤野さん（〒190

−0022錦町3−2−26−2階　協働事務
室内私書箱4）e saron235@yahoo.
co.jp
●立川うた声天国　立川うた声天国が
主催。懐かしの歌声喫茶。直接会場へ時
毎月第1土曜日、午後1時30分〜4時30
分場カンマーザール（曙町2−25−1カク
ニ第2ビル1階）費1回1,000円（演奏者
謝礼、会場費ほか）定70人（先着順）問
前田さん☎090（8811）4012
●立川朝鮮学校ふれあいフェスタ2013
　ふれあいフェスタ2013実行委員会が
主催。朝鮮の食と文化で交流を。地域住
民との「ふれあい」の場。朝鮮料理各種
模擬店、チマチョゴリ撮影コーナー、抽
選会など。直接会場へ時10月27日㈰午
前10時30分から場西東京朝鮮第一初
中級学校（錦町4−7−12）定1,200人（先

●青春のポップス愛好会　昔の懐かし
い日本語や英語の歌を歌声喫茶風に歌
い、世界のあらゆる音楽を解説付きで鑑
賞する新しいタイプの音楽サークルです
対中高年時毎月第2・第4土曜日、午後2
時〜4時月1,000円定10人（申込順）申
安東さん☎（525）8511
●健康麻雀・女性・元気会　賭けない
麻雀で老化防止、ストレス解消。初めて
の方には親切に指導します対 60歳以
上の女性時毎週月曜・火曜・金曜・土曜
日、午前10時45分〜午後4時30分場健
康麻雀駅前教室（曙町2丁目）入1,000
円費1回1,000円〜（会場費ほか）定 8
人（申込順）申江川さん☎090（8013）
1269
●子育てママサークルTC　家事、育児
に忙しいママさん、週1日テニスでリフ
レッシュしませんか。笑い声のたえない、
明るく楽しいサークルです対子育て中
のお母さん（未就園児のいる方も歓迎）
時週1回午前中場砂川中央地区庭球場
費年会費500円入500円申藤田さん e

mamatc@freeml.com
●混声合唱団<つばさ>　コーラスレッ
スン。毎年立川連盟合唱祭に参加。経験
は不問時毎週木曜日の午後7時〜9時
場柴崎学習館ほか入1,000円月5,000
円申久保さん☎（535）5369
●曙囲碁クラブ　囲碁講座（毎週木曜
日）のほか日常対局（毎日）、囲碁大会、
懇親会、旅行なども。初心者から上段者
まで歓迎対60歳以上の市民の方場曙
福祉会館費2,000円（半年分）入1,000
円申石川さん☎（523）5745
●新絵手紙同好会　初心者大歓迎。2
曜日から選べます（指導者も異なりま
す）時毎月1回第2木曜日、または第2金
曜日、いずれも午後1時30分〜3時30分
場みんなの展示場（柴崎町2−21−17）
月1,500円定若干名（申込順）申11月10
日㈰までに木村さん☎（524）4702
●立川フラメンコ倶楽部・セビージャ　
踊りを習って立川フラメンコに出よう。
初心者OK、見学自由、乳幼児連れOK対
子ども〜高齢者まで時月1回〜2回①月

曜日午前10時30分〜11時30分②火曜
日午後7時〜8時場子ども未来センター
費1回1,000円（講師謝礼）定20人（申込
順）申内藤さん☎070（6559）9481
●三味線サークル沙羅の会　三味線
を楽しく弾いています。三味線を気軽に
楽しむ仲間をお待ちしています。初心者
歓迎、見学に来てください時月2回の土
曜日、午後場高松学習館入2,000円月
3,000円申三戸さん☎（527）7629
●立川ハングル友の会　今年末で250
回を迎えます。前NHK講師・増田さんの
指導で韓国語はもちろん、歴史文化など
も楽しく学んでいます。初心者の方もご
参加お待ちしています時原則第1・第3
月曜日、午後3時〜5時場高松学習館月
3,000円申遠藤さん☎（528）1454
●白いキャンバスの会　絵の好きな方、
水彩で静物や風景などを一緒に描きま
せんか時毎週木曜日、午後1時30分〜4
時30分場柴崎学習館月2,000円（教材
費ほか）定10人（申込順）申赤羽さん☎

（524）1975

着順）問李さん☎（524）3205
●第4回リフォーム作品発表会　立川リ
フォーム友の会が主催。「はじめの一歩
はアイデアから」をもとに、洋服・着物を
リフォームした作品を発表します。直接
会場へ時11月12日㈫午後1時開演（午
後0時30分開場）場女性総合センター5
階第3学習室定60人（先着順）問新保さ
ん☎（524）2824
●市民先生の体験授業　立川青年会
議所が主催。大工さん、広告屋さん、設
計士さんが「市民先生」として体験授業
を行います。プロの技術、経験、想いを
伝えます。直接会場へ対小学校高学年
〜中学生時11月3日㈷午前10時30分
から場国営昭和記念公園みどりの文化
ゾーン（秋の楽市内）問立川青年会議所
☎（527）1001
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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。

企画展示
合併50周年 立川市と砂川町

今年実施された「パーソナルカラー講座」

平和人権映画会
チェルノブイリ事故後の市民生活


