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素敵な人生を送るために（エン
ディングノートの書き方等）

万一の事態に備え、自身の希望を書
きとめてみませんか時5月28日、6月4
日・18日・25日の水曜日、午後1時30
分〜3時30分（全4回）場砂川学習館
師健康生きがいづくり認定アドバイ
ザー・橋本登さん定25人（申込順）申
4月25日㈮から砂川学習館☎（535）
5959へ

日本外交の現場〜第3回「アセ
アンと日本」

加盟国フィリピンの視点からアセアン
について学びます時6月7日㈯午後2
時〜4時場柴崎学習館師前フィリピン
大使・桂誠さん費500円（受講料）定
30人（申込順）申4月25日㈮から柴崎
学習館☎（524）2773へ

市民リーダー☆みんなの講座
いずれも申4月25日㈮から生涯学習
推進センター☎（528）6872へ
●簡単!争族にならないための円満相
続!　相続の基本的な知識を学習し
ます時5月30日㈮午後7時〜9時場女
性総合センター師生涯学習市民リー
ダー・山本季和さん費300円（受講
料）定15人（申込順）
●楽しい草笛　草笛の原理・歴史を
学び、簡単な曲を吹きます時6月13
日・20日・27日の金曜日、午後2時〜
4時場幸学習館師生涯学習市民リー
ダー・河津哲也さん（下写真）費900円
（受講料）定20人（申込順）

●科学のおはなし①「異常気象」「熱
中症」そして「環境問題」　水に注目
して熱中症について学習します時6月
17日㈫午後2時〜4時場幸学習館師
生涯学習市民リーダー・清水栄蔵さ
ん費300円（受講料）定20人（申込順）

手作りの笛で演奏を楽しもう
初回に塩ビ管で自分用の笛を作り、
基本曲を演奏します。企画・運営は新
尺八の会の皆さん対市民の方時6月
5日・12日・19日の木曜日、午前10時
〜正午（全3回）場砂川学習館師都山
流尺八大師範・門眞豊山さん費700円
（材料代）、1回300円（受講料）定15
人（申込順）保5人程度（1歳〜学齢前。
おやつ持参）申4月25日㈮から砂川学
習館☎（535）5959へ

亀井文夫監督作品を観るⅤ「人
間みな兄弟・部落差別の記録」

映画上映の後に、東京都人権啓発セ
ンター・古田武夫さんのお話を聞きま
す時5月24日㈯午後1時30分〜3時
40分場柴崎学習館定50人（申込順）
保若干名（1歳〜学齢前）申4月25日
㈮から柴崎学習館☎（524）2773へ

シリーズ発達障がい〜当事者
から学ぶ

発達の凸凹について、当事者からお話
を聞きます時5月28日、6月11日・25
日の水曜日、午前10時〜午後1時（全
3回）場柴崎学習館師アーティスト・
小林幹直さん定25人（申込順）保若
干名（1歳〜学齢前）申4月25日㈮か
ら柴崎学習館☎（524）2773へ

ようこそ!西砂へ（第2回）
西砂を歩き、自然を満喫し、生産者の
話を聞きます。新鮮な野菜を使った
料理の試食もあります時5月25日㈰
午前9時30分〜午後1時場西武拝島
線西武立川駅北口集合費500円程度
(材料代)定30人（申込順）申4月25日
㈮から西砂学習館☎(531)0431へ

高松子ども科学あそび隊'14
科学の不思議や仕組みを楽しく遊び
ながら探ります対小学4年〜6年生
時6月21日㈯、7月19日㈯、8月26日
㈫、10月18日㈯、11月8日㈯、12月13
日㈯、平成27年1月10日㈯の午前9時
30分〜11時30分と9月14日㈰の見
学会（午前9時30分〜午後3時30分・
東京学芸大学「科学の祭典」）の全8
回場高松学習館ほか師東京学芸大学
教育学部理科教育学教室の皆さん費
2,000円(材料代)定20人（申込順）申
4月25日㈮から高松学習館☎（527）
0014へ

おやこ社会科クラブ
立川周辺の戦争跡地や資料館（浅川
地下壕、登戸研究所）、国立ハンセン
病資料館、JICAなど、さまざまな場所
の見学を通して、社会を学びます。親
子のみならず、引率ボランティアとし
ての大人の参加も歓迎対小学生以上
の子どもと保護者(子どものみの場合
は小学4年生以上)時6月7日㈯・21日
㈯、7月19日㈯、9月20日㈯、11月16
日㈰、12月13日㈯の午前8時30分〜
午後2時〔全6回。初回は午前10時〜
11時30分〕費交通費など定20人（申
込順）申4月25日㈮から柴崎学習館☎
（524）2773へ

体験学習「手打ちそば作り」
本格的「手打ちそば（五割そば）」と
「麺つゆ」の作り方を基本から学び
ます対市内在住の小学生以上の子
どもと保護者（大人のみの参加も可）
時5月17日㈯午前10時〜午後0時
30分場歴史民俗資料館師そば店主・
尾崎好司さん費大人500円、子ども
300円（材料代）定30人（申込順）持

エプロン、三角巾（バンダナ）、タオル
申4月25日㈮から歴史民俗資料館☎
(525)0860へ

立川宇宙の学校

保護者といっしょに工作や実験を通
して科学を学び、好奇心や冒険心を
育みます対5歳〜小学3年生と保護者
時6月1日、7月6日、9月7日、11月9日、
平成27年1月25日の日曜日、午前10
時〜正午（全5回）場錦学習館師NPO
法人KU-MA（子ども・宇宙・未来の
会）の皆さん費2,000円（材料代ほか）
定80組（申込順）持筆記用具、室内履
き、靴袋申4月25日㈮から錦学習館☎
(527)6743へ

読み聞かせ講座　入門編
絵本の持ち方・読み方・選び方などを
学びます対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、予定している方時5月23日㈮午
前10時〜正午場中央図書館師市図
書館司書定30人（申込順）申4月25日
㈮から中央図書館☎（528）6800へ

市民推進委員会スタッフ募集
市民推進委員会は、たちかわ市民交
流大学の講座の企画・運営や情報誌
「きらり・たちかわ」の取材・編集など
を行うボランティア組織です。委員の
ほか、当日のお手伝いなど、気軽に参
加できるサポーター制度もあります。
くわしくは、案内書をご覧ください▶

応募条件=次のすべてに該当する方
▷市内に在住・在勤・在学、または市
内で活動できる▷同委員会の趣旨に
賛同し、民主的な会の運営に協力で
きる▷ボランティア精神で定期的に
活動に参加できる▶応募方法=各地
域学習館、生涯学習推進センター（女
性総合センター1階）で配布している
案内書に添付の申込書に必要事項を
書いて、直接またはファクス、郵送で
市民交流大学市民推進委員会事務局
☎（528）6872〔〒190−0012曙町2
−36−2生涯学習推進センター事務室
内〕Fax（528）6804へ

健康講座〜生活体力測定と転
倒防止運動

東京女子体育大学公開講座対おお
むね50歳以上の方時5月10日㈯午後
1時15分〜4時場東京女子体育大学
（国立市富士見台4−30−1）費200円
（傷害保険料）定30人（申込順）申は
がきかファクス、Eメールに講座名、住
所、氏名、年齢、性別、電話番号を書
いて、東京女子体育大学地域交流セ
ンター〔〒186−8668住所記入不要〕
☎・Fax（572）4317 e chiiki@twcpe.
ac . jp問生涯学習推進センター☎
（528）6872

キッズ自転車スクール
立川市の地域密着型サイクリング
チーム東京ヴェントスの選手・スタッ
フによるキッズ自転車スクールを開催
します。自分の自転車で交通ルールと
安全な自転車の乗り方を学べます対
小学3年生以下で補助輪なしで自転
車に乗れる子ども時4月29日㈷午前
10時〜11時30分（雨天決行）場立川
競輪場定20人(申込順）持自転車、ヘ
ルメット申東京ヴェントス事務所☎
(595)7322へ問市事業課・内線4023

講座

マークは、たちかわ市民交流大
学・市民推進委員会が主催する市
民企画講座（たちかわ☆きらきら
カード対象講座）

山梨県清里にある市の林間施設
「八ヶ岳山荘」は、夏季期間〔宿泊
の初日が 8月 1 日㈮〜 24 日㈰〕
の利用を往復はがきによる抽選で
行います。
●申し込みできる方　①市内在
住・在勤・在学の方とその同居の
家族②市内で活動している社会教
育関係団体などで教育委員会が認
めた団体
●申込方法　5月 15日㈭〔消印有
効〕までに往復はがき（1グループ
1通、複数申し込みは無効）に代
表者の住所、氏名、電話番号（市
外在住で市内在勤・在学の方は勤
務先名または学校名と所在地、電
話番号も）、利用日と宿泊数（2泊
が限度で第 3希望まで記入可）、
人数（大人と子どもの内訳）、希
望部屋数（1グループ原則 3部屋
まで、1部屋の定員は 6人）を書
いて立川市八ヶ岳山荘〔〒 407−
0301 山梨県北杜市高根町清里
3545−1〕へ。

※記入例 =8月 5日と 6日に宿泊
する場合「利用日は 8月 5日から
7日まで、宿泊数は 2泊 3日」と
記入します。
●正式申し込み　抽選結果は 5
月 24 日㈯までにお知らせしま
す。利用が決定した方は 5月 24
日㈯〜 6 月 9 日㈪に八ヶ岳山荘
へ電話で正式に申し込みを。な
お、はがきでの申し込みで満室に
ならなかった日の申し込みは、市
外の方を含めて 6月 1 日㈰から
八ヶ岳山荘で電話受け付けをしま
す（午前 9時〜午後 8時）。
●利用料金　市内在住・在勤・在
学の方と同居の家族は▶中学生以
下 =500 円▶① 65 歳以上の方、
②愛の手帳保持者、③身体障害
者手帳 1 級〜 3 級の方、④精神
障害者保健福祉手帳保持者、⑤
①〜④の付添人（1人につき 1人）
=1,000 円▶その他の方 =2,000
円。市外在住の方の料金などくわ
しくはお問い合わせください。
問八ヶ岳山荘☎ 0551（48）2309

八ヶ岳山荘 夏季期間の申し込みは
往復はがきで 5月15日㈭まで


