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きます対子どもと本に関わるボラン
ティア活動をしている方・関心のある
方時11月6日㈭午前10時〜正午場
女性総合センター師児童文学作家・
指田和さん定40人（申込順）申10月
1 0 日 ㈮ か
ら中央図書
館☎（528）
6800へ

女性アスリートたちの今 適切
な指導とは？肉体への影響は

長年にわたり取材してきたスポーツ
ライターからお話を聞きます。企画・
運営は立川シティクラブ時11月23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40人(申込順)保8人程
度（1歳〜学齢前）申10月10日㈮から
男女平等参画課☎(528)6801へ

思春期の健康講座
思春期の｢体｣と｢心｣について正確な
知識と最新情報を学びます。企画・運
営はBody&Soul時11月22日㈯午後
1時30分〜3時30分師Body&Soul
の皆さん定20人(申込順)保5人程度

（1歳〜学齢前）申10月10日㈮から
男女平等参画課☎(528)6801へ

パソコン講座
Windows7を使用、パソコンは貸し出
します。日程・内容は下表の通り。なお、
同一内容の講座を平成27年1月27日
から砂川学習館で予定場幸学習館師
生涯学習市民リーダーの皆さん定各
13人（抽選）保若干名（1歳〜学齢前）
申10月30日㈭〔必着〕までに、希望講
座番号、住所、氏名、年齢、電話番号、
保育希望の有無を書いて、往復はが
きで幸学習館〔〒190−0002幸町2−1
−3〕☎(534)3076へ

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）

消しゴムハンコで手作り年賀状
を作ろう!

対小学3年生以上（親子参加可）時11
月1日㈯午前9時30分〜午後0時30
分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10日㈮か
ら高松学習館☎(527)0014へ

環境講座「大人の社会科見学」
①ごみの行方と清掃工場　時10月
30日㈭午前8時50分〜午後4時30分

〔女性総合センター前集合・解散〕場
二ツ塚処分場(日の出町)・クリーンプ
ラザふじみ(調布市)
②下水道地下施設の秘密　時11月
11日㈫午前8時50分〜午後4時30分

〔女性総合センター前集合・解散〕場
ふれあい下水道館（小平市）、環七地
下調節池（杉並区）
いずれも定40人(申込順)持昼食等
申 10月10日㈮から西砂学習館☎
(531)0431へ

子育て世代のくらしエンジョイ
講座

離乳食から普通食への移行方法や幼
児から小学生までの食習慣と健康に
ついて学びます時10月27日㈪午前
10時〜正午場女性総合センター師立
川保育研究会の皆さん費300円(資
料代)定20人(申込順)保8人程度（1
歳〜学齢前）申10月10日㈮から生活
安全課消費生活センター係〔女性総
合センター内〕☎（528）6801へ

ナチュラルクリーニングパート2
簡単アクリルたわし作り

時11月6日㈭午前10時〜正午場女性
総合センター師多摩きた生活クラブ
生協まち立川の皆さん費300円(材
料代)定▷編み物が初めての方=3人

催し

おもちゃの病院
1世帯2点までで先着40点。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。直せな
いものもあります。直接会場へ対市内
在住の方時10月25日㈯午後1時〜3
時場女性総合センター問生活安全課
消費生活センター係〔女性総合セン
ター内〕☎（528）6801

映画会 ハンセン病から人権を
考える

映画「61ヘクタール絆」の上映と映画
監督・野澤和之さんのお話時11月23
日㈰午後1時30分〜4時場柴崎学習
館定40人(申込順)保若干名(1歳〜
学齢前)申10月10日㈮から柴崎学習
館☎(524)2773へ

国立ハンセン病資料館全生園
写真パネル展示会

直接会場へ時11月15日㈯〜23日㈰
午前9時〜午後9時場柴崎学習館問
柴崎学習館☎(524)2773

ハンセン病を知ろう 子ども向
け上映会

映画「忘れられた人たち」「未来への
虹―ぼくのおじさんは、ハンセン病」
の上映。直接会場へ時▷11月15日㈯
午後2時から▷19日㈬午後3時30分
から▷23日㈰午前11時から場柴崎
学習館定30人（先着順）問柴崎学習
館☎(524)2773

幸子ども観劇会 しょうぼうじど
うしゃじぷた

「劇団風の子」の劇。直接会場へ 時
11月7日㈮午前10時〜11時(9時50
分開場)場幸学習館定100人(先着
順)問幸学習館☎(534)3076

私が案内する武蔵野の秋
まち歩き観光ボランティア「たちかわ
まちの案内人」が、立川の秋を案内し
ます▷コース=玉川上水駅南口〜清
流復活の碑〜こもれびの足湯〜新堀

▷細編み・長編みができる方=7人（い
ずれも申込順）保5人程度(1歳〜学
齢前) 持 7号のかぎ針、はさみ申 10
月10日㈮から生活安全課消費生活
センター係〔女性総合センター内〕☎

（528）6801へ

必ず起きる大災害とどう向きあ
うか

大災害に備え、自主防災組織の意義、
作り方、活動を学びます時11月12日・
26日㈬、午後6時30分〜8時30分(全
2回)場柴崎学習館師立川市地域の
安全を考える会・三鴨賢一さん定30
人(申込順)申10月10日㈮から柴崎
学習館☎（524）2773へ

ウオーキング・ジョギング講座
 初心者のために

健康長寿の基本の「歩く」「走る」を座
学と実技指導で学びます対医師に運
動を止められていない方時11月15日、
12月6日・13日の土曜日、午前9時30
分〜11時30分（全3回）場東京女子
体育大学師同大学教授・櫻田淳也さ
ん費1,650円（受講料、保険料）定30人

（申込順）申10月10日㈮から生涯学
習推進センター☎（528）6872へ

クラシック音楽レクチャーコン
サート

モーツァルトの弦楽四重奏など。国立
音楽大学協力時11月22日㈯午後2時
〜4時場幸学習館師国立音楽大学教
授・吉成順さんと学生の皆さん定80
人（申込順）保若干名（1歳〜学齢前）
申10月10日㈮から幸学習館☎（534）
3076へ

エクセル入門講座
表計算の基礎を学びます対文字入力
ができる方時12月3日㈬〜5日㈮、午
後1時30分〜3時30分（全3回）場柴
崎学習館師生涯学習市民リーダーの
皆さん費2,000円（受講料、テキスト
代）定13人（抽選)保若干名（1歳〜
学齢前）申11月15日㈯〔必着〕までに、
講座名、住所、氏名、年齢、電話番号、
保育希望者は子どもの名前・月齢・ア
レルギーの有無を書いて、往復はが

きで柴崎学習館〔〒190−0023柴崎
町2−15−8〕☎(524)2773へ

まちゼミ 高松のブーランジェ
（パン職人）に学ぶお菓子作り

チョコとバニラのベリーヌを作りま
す時11月11日㈫午後1時〜4時場高
松学習館師市内パン屋・的場有輝さ
ん、的場容子さん定16人(申込順)費
500円(材料代)保若干名(1歳〜学齢
前)申10月10日㈮から高松学習館☎
(527)0014へ

不用になったジーンズを使った
袋作り

時10月29日㈬午前10時〜午後3時
場女性総合センター師レッツ・ソー
イングの皆さん費500円(材料代)定
10人(申込順)保5人程度(1歳〜学
齢前)持裁縫道具、昼食申10月10日
㈮から生活安全課消費生活センター
係〔女性総合センター内〕☎（528）
6801へ

環境講座 上映会 僕らのカヌー
ができるまで

映画「僕らのカヌーができるまで」
の上映と探検家・関野吉晴さんの
お話 時 11月1日㈯午後1時30分〜
5 時 場 柴 崎 学習館 定 1 0 0 人 (申込
順)申10月10日㈮から柴崎学習館☎
(524)2773へ

65歳からのお金の話
セカンドライフに本当はいくらかか
るのかなど時11月12日・19日・26日、
12月3日の水曜日、午後2時〜4時(全
4回)場錦学習館師市内金融機関職
員定20人(申込順)申10月10日㈮か
ら錦学習館☎(527)6743へ

絵本『はしれ、上へ!つなみてん
でんこ』と子どもたち

この絵本の制作背景を作者から聞

分水の狸掘り〜川越道緑地〜古民
家園〜スマイル農園〜鷹の道〜玉川
上水駅南口時10月31日㈮午前9時
15分〜正午費500円(資料代・保険
料)定20人(申込順)申立川観光協会
☎（527）2700へ

子育てひろば講座 みんなで
ハッピーダンスを楽しもう

対1歳児と保護者時10月23日㈭午前
10時30分〜11時30分場錦児童館
師ダンス講師・柳沢さやかさん定15組

（申込順）申10月10日㈮午前9時30
分から錦児童館☎（525）6684へ

歴史民俗資料館の催し
申・問歴史民俗資料館☎(525)0860
へ
●「銅鉦鼓」特別展
示　中世に起こっ
た 立 河 原 合 戦 を
実証する「銅鉦鼓」

（ 右 写 真 。都 指 定
有形文化財）を特別公開します。直接
会場へ時10月25日㈯〜11月30日㈰、
午前9時〜午後4時30分〔月曜日休館

（月曜日が祝日の場合は翌日休館）〕
場歴史民俗資料館
●市内文化財散歩　諏訪神社、普済
寺、満願寺跡などの由緒ある史跡を
講師とともに散策します対都民の方

（小学生以下は保護者同伴）時11月
2日㈰午前9時30分〜午後0時30分
場立川駅南口に集合、歴史民俗資料
館解散（行程約6km）師文化財保護
審議会委員・白川重敏さん定20人（申
込順）持雨具、帽子、飲み物申10月10
日㈮から歴史民俗資料館へ
●講演会 立川の方言　国立国語研
究所との共同企画。多摩地方や立川
周辺で話されていた方言について次
のテーマで講演会を開催します。①

『立川の方言』から忘れられつつある
立川の方言をきく②立川の方言の現
在時11月16日㈰午後2時〜4時場女
性総合センター師①『立川の方言』著
者・鈴木功さん②国立国語研究所・三
井はるみさん定50人（申込順）申10
月10日㈮から歴史民俗資料館へ
●講演会 ラオスの布　大地から命を

紡ぐアート・イン・ファーム実行委員
会の協力。今夏ラオスで撮影された
映像（30分）を講師の解説付きで鑑賞
します時10月25日㈯①正午〜午後0
時40分②午後3時〜3時40分③10月
26日㈰午後3時〜3時40分（いずれも
内容は同じ）場歴史民俗資料館師ド
キュメンタリー映像作家・三梨朋子さ
ん定各30人（申込順）申10月10日㈮
から歴史民俗資料館へ

立川あにきゃん2014
サブカルチャーをテーマにした商
店街イベント。主催は立川あにきゃ
ん実行委員会。アニメ、コスプレ、痛
車、グッズ販売、声優トークショーな
ど。くわしくは、同イベントのホーム
ページHPhttp://www.tachikawa-
anican.comに掲載。直接会場へ時
10月25日㈯午前10時〜午後4時場
サンサンロード問同委員会☎（525）
3222、市産業振興課・内線2644

若者のための就職活動応援プ
ログラム参加者募集

15歳〜25歳の就職活動を進めたい
方に対し、応援プログラムを実施しま
す。くわしくは市ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせを。
●事業説明会（要予約）　保護者の
方のみの参加も可時11月5日㈬午後
1時〜3時場たちかわ若者サポートス
テーション（柴崎町3−14−3）申NPO
法人育て上げネット☎(527)6051へ
問 市産業振興課商工振興係・内線
2644

図書館で行うビジネスセミナー
セミナー後、専門相談員による個別
相談会も開催します対ビジネスに関
して知りたい・相談したいことがある
方時10月19日㈰午後2時〜5時〔4時
以降は個別相談会〕場中央図書館師
平成25年立川市チャレンジショップ
出店者・中西奈美さん定30人(申込
順)申中央図書館☎(528)6800へ問
産業振興課・内線2644

人材不足時代のダイバーシティ・
マネジメント

多様な人材を生かす職場づくり・マ
ネジメントのノウハウを学びます時
11月14日㈮午後1時30分〜4時30
分場国分寺労政会館(国分寺市南町
3−22−10)師経営コンサルタント・油
井文江さん定75人(申込順)申都労
働相談情報センター国分寺事務所
☎042(323)8511またはTOKYOは
たらくネットホームページHPhttp://
www.hataraku.metro.tokyo.jpで

青梅鉄道開通120周年 青梅
線沿線6自治体連携事業

明治27年、青梅線の前身である青梅
鉄道が開通しました。120周年にあた
り、沿線の6自治体(立川市・奥多摩
町・青梅市・羽村市・福生市・昭島市)
では連携して事業を行います。なお、
他市町村の事業や会場は各自治体へ
お問い合わせください。
●市内で開催される主な企画　いず
れも場歴史民俗資料館。直接会場へ
▶企画展「青鉄と五鉄」=青梅鉄道・
五日市鉄道と立川のかかわりを紹介
します時10月21日㈫〜12月14日㈰、
午前9時〜午後4時30分〔休館日は毎
週月曜日（祝日の場合は翌日休館)〕
▶プレ展示「大学駅伝と青梅電気鉄
道」=10月18日㈯・19日㈰▶ミュージ
アムトーク(展示解説)=10月25日㈯
午前10時、11月15日㈯午後2時、12
月7日㈰午後2時▶スタンプラリー
=特別展・企画展を開催する4館（立
川市・青梅市・羽村市・福生市）で実
施。先着240人に記念の特製缶バッジ
を差し上げます問歴史民俗資料館☎

（525）0860

子ども未来センターのコミュニティプログラム
㈬午前10時〜11時45分費500円(資
料代）定13人(申込順)申10月22日㈬

〔必着〕までに名前・連絡先・参加人
数を書いて、はがきかEメールでパソ
コン勉強会・藤野さん〔〒190−0022
錦町3−2−26号協働事務室内私書箱
004〕e saron235@yahoo.co.jpへ
●ぼくらの学び舎【英語B】　ハロ
ウィーンについて学び、実際に体験し
ます対小学生時10月18日㈯午後2時
〜3時30分場たましんRISURUホー
ル(立川市市民会館)費500円(材料
代)定20人(申込順)申10月18日㈯午
前9時までに、件名「10.18ぼくらの学
び舎英語B参加希望」、本文に①参加
者の氏名②年齢③緊急連絡先を書い
て、ＥメールでDesign Lab.t.s.d.c.・
佐藤さん e hel lo .bokumana@
gmail.com☎080(3733)0188へ

　子ども未来センターでは登録団体
がホスト役となり、多種多様なコミュ
ニティプログラムを展開しています。
問子ども未来センター☎（529）8682
●ひとり親ファミリー・フォーラムin
立川市 第2回〜問題解決にむけて　
子どもの未来について意見交換会を
開催します。子どもの貧困と教育格差
問題がテーマ時10月12日㈰午前10
時〜午後3時 定 30人(申込順) 持 昼
食、飲み物申氏名と連絡先を書いて、
Eメールで子どもの未来を考える会・
羽鳥さん e kosodate_shien@zb3.
so-net.ne.jp☎080(3390)3962へ
●パソコンで「簡単アルバムづくり」
初歩の初歩　写真を加工し、アルバ
ムとしてまとめる方法を学びます。パ
ソコンは貸し出します対パソコン操作
ができる20歳以上の方時10月29日

パソコン講座
番号 タイトル 対象 日時 費用

① ゼロからのパソコン
文字入力講座

パソコン操作が
初めての方

11月18日㈫～21日㈮、
午前10時～正午（全４
回） 各500円

（テキスト代）
② ワード文書作成講座
～年賀状を作ろう！

文字入力ができ
る方

11月18日㈫・19日㈬、
午後１時30分～３時
30分（全２回）

まちのお知らせ

●カウンセリング講演会・相談会「スト
レス・コントロール」　ＮＰＯ法人ライブ
リーが主催。生活ストレスをためこまな
いために、ストレスを理解し、コントロー
ルする方法をカウンセリング理論等か
ら考えます時10月31日㈮午前10時〜
正午（終了後、無料相談会）場たましん
RISURUホール（立川市市民会館）師
心理カウンセラー・坂田雅彦さん定70人

（申込順）申内田さん☎（548）4456
●富士見町環境アートプロジェクト〜
富士見坂から見えるもの　アート・イ

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。

ン・ファーム実行委員会が主催。雑木林
の参加型アートなどをお楽しみくださ
い。直接会場へ場 井上農園（富士見町
３−15−20）、歴史民俗資料館、農林研
究センター▶葡萄畑のコンサート＝時
10月25日㈯午後1時からと午後4時30
分からの2回、26日㈰午後4時30分か
ら場井上農園費2,000円（野菜カクテ
ルなどワンドリンク・おつまみ付き）定
各50人（申込順）申コンサートは来場
者全員の氏名、連絡先、希望日を書いて
Eメールで同実行委員会・谷川さん e

yoyaku@artinfarm.org
●憲法から見た特定秘密保護法を勉
強しよう　錦法律を知る会が主催。特
定秘密保護法が年末に施行されます。
この法律を憲法に照らし合わせて勉強
します。働く若い人たちにぜひ聞いてほ
しい時11月15日㈯午後６時30分〜８

修治さん定40人（申込順）申川杉さん☎
090（7832）6506
●「法の日」無料相談　東京土地家屋調
査士会立川支部が主催。土地・建物の調
査・測量、境界問題および不動産の表示
に関する登記の相談。直接会場へ時10
月14日㈫午後１時〜４時場市役所１階
多目的プラザ問木原さん☎（521）7829
●まちづくり計画と実現の道すじ　た
ちかわ市民みらい会議が主催。（1）立川
市第４次長期総合計画の策定に向けて

（2）長期総合計画を実現するために。
直接会場へ対市民の方、自治体職員時
11月12日㈬・19日㈬、午後６時45分〜
８時45分場市役所208・209会議室費
300円（資料代）定50人（先着順）問加
藤さん☎（523）4547
●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、水

時30分場柴崎学習館師弁護士・中川瑞
代さん費500円（教材費）定20人（申込
順）申馬場さん☎080（5474）0459
●多摩地区無料知的財産相談　日本弁
理士会関東支部が主催。多摩信用金庫
共催。特許、実用新案、意匠、商標の出願
のほか、訴訟、調査、外国での特許取得、
著作権、輸入差し止めなどの知的財産
について弁理士が相談に応じます時10
月14日㈫、11月18日㈫、午後２時〜４
時場たましん事業支援センター定各４人

（申込順）申小島☎03（3519）2751
●老後の備え！「任意後見制度と委任
契約について」　三多摩市民後見を考
える会が主催。老後の不安を解消し、最
期まで自分らしく生きるにはどうすれば
よいのか、一緒に考えてみませんか時
11月１日㈯午後１時30分〜４時場総合
福祉センター師社会保険労務士・伊藤

彩・パステルなどで描いた具象写実絵画
40点。直接会場へ時10月22日㈬〜28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
●第24回子どもたちにはらっぱを！砂
川秋まつり　砂川秋まつり実行委員会
が主催。バンド演奏、つなひき、パントマ
イム、子どもの店、工作コーナー、わた
あめ、もちつきなど。直接会場へ（フリー
マーケット出店受付中。出店料500円か
ら）時11月９日㈰午前10時〜午後３時

（雨天時は午前11時〜午後4時）場 砂
川学習館南100mのひろば、砂川平和ひ
ろば（雨天時は砂川学習館ほか）定300
人問加藤さん☎（524）9863
●小水力発電トーク＆発電実習　小水
力発電交流会・三多摩が主催。立川市
教育委員会後援。日野市で水車活用の

活動をしている方の話を聞きます。その
後、小水力発電装置を根川に設置して
発電＆ＬＥＤ点灯実習をします。直接会
場へ時10月25日㈯午前10時〜正午場
根川（柴崎市民体育館前）費800円（高
校生以下500円）定20人（先着順）問箱
石さん☎090（4960）3027

会員募集

●いきいき健康マージャン・立川　頭の
体操としてマージャンを楽しむ会です。
ルールやマナーを守り、用具を大切に
扱える紳士・淑女の方を募集します対
上がった手の点数をだいたい自分で数
えられる経験者時毎週火曜日、午後1時
〜5時場錦学習館入1,000円月3,000円
〜4,000円定4人（申込順）申山田さん☎

（531）1020
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指田和/文　伊藤秀男/絵　ポプラ社

立川駅青梅鉄道ホームに集まる府立二中の
生徒（明治43年）


