チャレンジショップ
新店舗 オープン

“コラボ ”

立川駅

平成26年度
（第12期生）

南口

立川

チャレンジショップ
（柴崎町３−８−10）に2店舗が新規オープンしました。平成27年3月ま

南通
り

で、立川南口で愛されるお店を目指し、１年間営業します。皆さん、お気軽に足を運んでみ
てください。

問 市産業振興課☎
（528）
4317、立川商工会議所☎（527）
2700
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柴崎町三丁目

●コラボとは 市と立川商工会議所は、
商業振興の拠点施設
「チャレンジショ
ップ・コラボ」を地元諏訪通り商店街
の協力を受け、管理・運営しています。
新規創業者などの育成やまちの情報発
信拠点となることを目的として作られ
た施設です。

創業セミナー

ミニブルーム交流カフェ
アーティフィシャルフラワー とインテリ
ア雑貨のお店です。店主は吉岡清美さん。色
彩の持つ心理効果で、花を通じて心を癒やし、
潤いのある生活を提案します。希望に応じた
アレンジメントを作ります。
※

※生花と見間違えるほど高品質に造られた花

営業時間 午前10時30分～午後６時30分

日曜日・祝日
☎・Fax（512）7238
定休日

卒業生

本多恵美子さん

サウンドカフェ＆パブのお店。店主は重野
知央さん。音楽関連の仕事に携わっている経
験を生かし
「計画された偶然性」
をテーマに、
偶然に出会った方でも、音楽や食事・お酒を
楽しめるようなお店を目指します。
営業時間 午前11時～午後11時

（５月末までは午後３時で終了）
定休日 不定休
2533
☎・Fax（527）

卒業生からの 応 援 メッセージ
卒業生

「僕の前に道はない 僕の後ろに道
は出来る」─。将来の指針となる
「道」
を創り出されるよう願っています。
地場農産物のごはん＆Sweetsのお店
「hoccori*
café」
〔柴崎町2–5–8☎(595)8379〕
を平成23年10
月に開業。

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。

まちのお知らせ
●第2回菊作り講習会 立川菊花愛好
会が主催。初心者にも分かりやすく指導
します。中鉢から本鉢への定植と開花
期前後の管理を学びます。菊花展は11
月1日㈯〜15日㈯、諏訪神社境内で開
催 時 6月15日㈰午後1時30分〜4時 場
さかえ会館 定 20人（申込順）申 松本さん
☎
（524）
2847
●モスクワ国立ロシアバレエ団来日公
演 NPO立川日露文化交流協会が主
（3歳以下の乳幼児は入場
催 対 4歳から
時
「眠れる森の美女」
＝7月11日
不可） ▶
㈮午後6時30分開演▶
「眠れる森の美
女」
（昼の部）
＝7月12日㈯午後1時30分
開演▶ガラ・コンサート
（夜の部）
＝午後
6時30分開演 場 たましんRISURUホー
ル
（立川市市民会館）費 SS席7,000円、S
席5,000円、A席3,000円、B席2,000円
申 同協会・仙場さん☎
（540）7686〔たま
しんRISURUホールでも販売中〕
●生命保険信託とはどんなもの 三多

中西奈美さん

これからの1年は毎日がチ
ャレンジの連続であり、
「チ
ャンス」の連続でもあります。
支えてくれる仲間を大切に卒業後をしっか
り視野に入れてチャンスに気付く毎日を過
ごしてください。

摩市民後見を考える会が主催。生命保
険信託の制度の概要と活用方法につい
てお話しします 時 6月28日㈯午後1時
30分〜4時 場 総合福祉センター 師 CFP、
1級FP技能士・吉川進さん 定 40人（申込
順）申 川杉さん☎090（7832）6506
●老い支度シリーズNo.19講演会「小
規模多機能とは?」 多摩ホスピスの会
が主催。ヘルパー・通所・短期宿泊など
の介護サービスを総合的に提供する地
域密着型の施設を紹介します。直接会
場へ 時 6月8日㈰午後2時〜4時 場 柴崎
学習館 師 小規模多機能型居宅介護「あ
ち
けぼのさん家」責任者・鈴木暁さん 定 30
（525）7408
人（先着順）問 高田さん☎
●パッチワークキルト作品展 キルト
サークルみつばちパッチが主催。
ポーチ、
バッグ、
タペストリー、ベッドカバー等、
布のアート作品をご覧ください。直接会
場へ 時 5月29日㈭〜31日㈯、午前9時〜
午後10時（29日は午後1時から、31日は
午後4時まで）場 柴崎学習館 問 岩垂さん
☎
（524）1338
●明治大学マンドリン倶楽部立川演奏
会 明治大学校友会立川地域支部が
主催。第1部「古典音楽」、第2部「新旧
日本の心」、第3部「WORLD MUSIC」

～飲食店経営の楽しさと難しさ
創業を考えている方、創業から間も
ない方を対象に、創業経験者からお話
を伺います。同じ思いを持つ方々が集
いますので、交流の場としてもご参加
ください。主催は、市、日本政策金融
公庫、多摩信用金庫。
時 6月11日 ㈬ 午 前10時 ～ 正 午 場 女 性
総合センター 師 チャレンジショップ卒
業生・中西奈美さん 定 30人（申込順）
保 10人程度(1歳～学齢前)
●申込方法 ブルーム交流カフェホー
ムページ HPhttp://www.bloom-c.biz
の入力フォームに必要事項を入力、ま
たは
「第47回ミニブルーム交流カフェ
参加希望」と住所・氏名・連絡先を書
いて、ファクスで多摩信用金庫 Fax(52
6)7793へ
問 市産業振興課☎(528)4317

時 6月28日㈯午後6時開演 場 たましん
RISURUホール
（立川市市民会館）費 前
売2,000円 定 1,201人（申込順）申 守重
さん☎
（522）2843
●青空手作り市 ほっとステーション
が主催。手作り小物、朝採り野菜の直
売、障がい者団体のお店や震災復興支
援のチャリティバザー、
自然環境に優し
い竹炭もあります。直接会場へ 時 6月8
日㈰午前10時〜午後2時〔雨天時は6月
15日㈰に順延〕場 さくらんぼ保育園（国
営昭和記念公園砂川口前）問 鈴木さん☎
（537）9440
●立川グリーンダンスフェスティバルパ
ーティー 立川市ダンススポーツ連盟
が主催。緑の中、広く明るい会場のパー
ティー。
ミキシング、
ゲームあり。
お一人
対
でもどうぞ。直接会場へ ダンス愛好家
時 6月8日㈰午後1時〜4時30分 場 泉市
民体育館 費 500円（寄付金ほか）問 稲田
さん☎
（536）5138

会員募集
●立川市ラジオ体操協会 ラジオ体操
第1・第2、立川市民歌、ストレッチなど
時・場 ▶毎日
（日曜日、祝日、雨の日を除
く）
▷砂川公園=午前6時から▷見影橋

公園=午前8時から▷柏町団地中央公園
=午前9時から▶毎週火曜日▷柴崎学習
館＝午前10時から▶毎週木曜日（基本
体操）
▷こんぴら橋会館＝午後2時から
かんどう
費 年会費1,000円 申 神藤さん☎
（537）
2322
●レクイエムを歌う会 オーケストラ
と共に歌う合唱団を目指します。初回
はモーツァルトのレクイエムです。初心
者にも分かりやすく指導します 時 月2回
の日曜日、午後1時30分〜4時30分 場
幸学習館ほか 入 2,000円 月 3,000円 申
溝田さん e mizota283@gmail.com Fax
（535）
2090
●レタリング友の会 新しい趣味を探
している人、大募集。誰でもやさしくで
きるレタリングとステンシルで楽しく作
る絵手紙。初めての方もどうぞ 時 毎月第
1・第3木曜日、午後1時〜4時 場 砂川学
習館 月 500円 定 10人（申込順）申 三上さ
ん☎
（536）
3056
●えむず柴崎 バンドと腹式呼吸で音
楽に合わせて筋肉をほぐします。
リラク
ゼーションも加え、筋力アップもできる
バンド体操です 時 毎週木曜日、午後8
時〜10時 場 柴崎学習館 入 1,500円 月
3,000円 申 川西さん☎090
（2554）
0179
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