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地域猫活動講演会
テーマは「いざという時、あなたの
ペットは大丈夫？」。直接会場へ時2月
21日㈯午後2時〜4時30分場市役所
208・209会議室師立川市災害ボラン
ティアネット・福島正人さん、東京都
動物愛護相談センター・栗原八千代
さん定40人程度（先着順）問環境対
策課環境推進係・内線2245

ファーレぴかぴかアート
ファーレ立川の芸術を楽しみなが
ら、作品の清掃とワークショップを行
います対小学生以上（小学生は保護
者同伴）時3月15日㈰午前10時から
（午前と午後の両方に参加する方に
は昼食付き。雨天時はワークショップ
のみで午後2時30分から）女性総合
センター集合場ファーレ立川周辺師
ファーレ立川アート作家・岡本敦生
さん定30人（申込順）申「ファーレぴ
かぴかアート参加希望」と住所、氏名、
電話番号を書いてファクスで、ファー
レ倶楽部事務局・平野さん Fax042
（208）7739へ問市地域文化課・内
線4501

ときめき春のコンサート「クラリ
ネット女子楽団 カラフル」

第5回クラリネットアンサンブルコン
クール第1位の実力で、芸能界でも
活躍中のキュートでポップなグルー
プによる演奏時3月14日㈯午後2時
〜3時30分場砂川学習館定80人（申
込順）申2月10日㈫から砂川学習館☎
（535）5959へ

親子自転車教室
交通安全の話
やDVDの上映
のほか、自転車
シミュレーター
で交通ルール
や自転車の安
全な乗り方を学びます。反射材用品
のプレゼントのほか、自転車来場者
で希望者には自転車マスタードライ
バー証を交付。立川警察署、立川国
立地区交通安全協会と市の共催対市
内在住の小学生と保護者(必ず保護
者同伴)時2月15日㈰午前10時〜11
時場立川警察署（緑町）定10組（申込
順）申2月14日㈯までに立川警察署交
通総務係☎(527)0110へ問市交通
対策課・内線2279

うど品評会と野菜の直売会
市内で収穫され、品評会に出品された
うどを展示・即売します。また、立川産
野菜の直売も行います時2月13日㈮
▶展示=午前11時45分から▶販売=
正午から▶野菜の直売=午前11時ご
ろから場▶うど品評会と即売会=市役
所101会議室▶野菜の直売=市役所1
階多目的プラザ問産業振興課農業振
興係・内線2650

催し 映画上映会「世界の果ての通学
路」

チャイルドラインは、18歳までの子ど
もがかける専用電話です。チャイルド
ラインたちかわの活動10周年を記念
して開催。道なき道を何時間もかけて
通学する子どもたちを追った感動の
ドキュメンタリー。ほかに、フルート演
奏や10年間のあゆみの紹介など。市
と共催。直接会場へ時2月15日㈰午
後2時〜4時（午後1時30分開場）場
たましんRISURUホール小ホール定
150人（先着順）問子育て推進課・内
線1340

東日本大震災を忘れない〜さ
まざまな視点から

いずれも場柴崎学
習館申マークの催
し（申込順）は2月
10日㈫から電話、
または催し名・氏
名・連絡先を書い
てファクス・Eメー
ルで柴崎学習館☎
（524）2773Fax(524)9459 e shiba
sakigakusyukan@city.tachikawa.
lg.jpへ
●写真展「葉脈の街に明日を探して」
　直接会場へ時3月10日㈫〜17日㈫、
午前9時〜午後9時30分〔10日は午
後1時から、17日は正午まで〕
申写真家・菊地和子さんのスライド
トークショー　時3月14日㈯午後1時
30分〜3時定50人
申上映会「逃げ遅れる人々」　時3月
12日㈭▷午前の部=午前10時30分
〜11時45分▷午後の部=午後2時〜
3時45分（午後3時45分から自立生
活センター立川・鶴園誠さんのお話あ
り）定各30人
●避難訓練　直接会場へ時3月12日
㈭午前11時55分〜午後0時55分
申親子「暗闇ナイト」　灯りのない時
間を親子で体験します。夕食付き時3
月13日㈮午後6時〜8時師都環境学
習リーダー・山岸修子さん費1人300
円（材料代）定15組
申「8.15戦災と3.11震災」ジャーナリ
スト片野勧さんに聞く　時3月15日
㈰午後2時30分〜4時30分定50人

平和人権映画会「海洋天堂」〜
4月2日は世界自閉症啓発デー

アクション俳優のジェット・リーが自
閉症の息子を育てる父親を好演。字
幕スーパー時3月28日㈯午後2時
から場柴崎学習館定100人（申込
順）保若干名（1歳〜学齢前）申 2
月10日㈫から電話、または「海洋
天堂希望」と氏名・連絡先を書い
てファクス、Eメールで柴崎学習館

☎（524）2773Fax(524)9459 e shi
basakigakusyukan@city.tachika
wa.lg.jpへ

古民家園でお茶を楽しみませ
んか

直接会場へ時3月8日㈰・31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）場川越道緑地古民家園費お菓子
付きは実費200円問歴史民俗資料館
☎（525）0860

アンデス音楽コンサート&講演
会

出演は福田大治さん（チャランゴ）、岡
田浩安さん（サンポーニャ・ケーナ）、
ホセ犬伏さん（ギター）。柴崎学習館
では、ラテンアメリカ研究者・太田昌
国さんのお話も時・場3月7日㈯、①午
後1時30分〜3時=幸学習館②午後6
時〜8時=柴崎学習館定各100人(申
込順)申2月10日㈫から①＝幸学習
館☎(534)3076②＝柴崎学習館☎
(524)2773へ

作ってあそぼう ! 紙コップけん
玉

対4歳〜小学2年生（未就学児は保護
者同伴）時3月1日㈰午後2時〜3時場
若葉会館定20人（申込順）申2月10日
㈫から若葉図書館☎（535）8841へ

リサイクル工作会「つくってみ
よう ! 万華鏡」

ラップの芯などで作る、小学校低学年
向けの工作。直接会場へ時2月21日
㈯午後2時〜3時場西砂学習館定20
人（先着順）問西砂図書館☎（531）
0432

図書館で行う就職支援セミナー
セミナー後、専門相談員による個別
相談会も開催時2月20日㈮午後2時
〜4時(4時以降は個別相談会)場中
央図書館師ハローワーク立川職員定
30人（申込順）申中央図書館☎（528）
6800へ問産業振興課商工振興係・内
線2644

市民文化フェスティバル「公演」
伝統的な祭りばやしで始まり、舞踊、
フラダンス、落語、ギター演奏、マジッ
ク、合唱など。直接会場へ時2月15日
㈰午後0時30分〜3時40分ごろ場柴
崎学習館ホール問立川市文化協会事
務局〔たましんRISURUホール2階〕Fax
（525）6581

企画展「梅田家と梅田診療所」
直接会場へ時2月14日㈯〜3月31日
㈫、午前9時〜午後4時30分（月曜日
を除く）場歴史民俗資料館問歴史民
俗資料館☎（525）0860

錦学習館で日ごろ活動しているサークルの発表会と1日体験教室です。申マーク
の催し（申込順）は2月10日㈫から錦学習館☎（527）6743へ、その他の催しは直
接会場へ

第29回みんなの錦まつり

内容 開催日 時間 定員 内容・講師・費用・持ち物など

申太極拳 ３月２日㈪ 午前９時40分〜
11時40分 10人 持動きやすい服装、運動靴

申初級ヨーガ
（中高年女性） ３月４日㈬ 午前10時〜正午 15人 持動きやすい服装、ヨガ

マット（バスタオル）
金属工芸教室 ３月４日㈬ 午前10時〜正午 10人 当日体験ができます
ハープ

（公開演奏）
３月４日㈬・
11日㈬

午後１時30分〜
２時30分 10人 見学できます

カラオケレッスン ３月５日㈭・
19日㈭

午後１時30分〜
３時30分 10人 見学できます

ヨーガ教室（女性）
３月６日㈮・
20日㈮・27日
㈮

午前10時15分〜
正午 10人 持動きやすい服装、ヨガ

マット（バスタオル）

申 ボイストレーニ
ング ３月10日㈫ 午後１時30分〜

４時30分 30人
師中野幹夫さん・上野早苗
さん保若干名（1歳〜学齢
前）

申俳句初心者教室 ３月10日㈫ 午前10時〜正午 15人 費500円(資料代)

パソコンなんでも
相談会・体験教室

３月10日㈫・
15日㈰・24日
㈫

午前10時〜正午
午後１時〜３時 10人 持パソコン

申健康体操教室 ３月11日㈬ 午後１時〜３時 10人 持動きやすい服装、運動靴

サークル作品展示
会

３月13日㈮
〜15日㈰

午前10時〜午後
４時〔13日㈮は
正午から、15日
㈰は午後３時ま
で〕

ー

陶芸、書道、金属工芸、編み
物など。陶芸・お菓子・花鉢
の実費頒布あり場講堂、ロ
ビー

 1日体験教室
（ウッド・アート） ３月14日㈯ 午前10時〜正午 10人 焼墨画の作品展示

お茶席 ３月15日㈰ 午前10時〜午後
３時 ー 費200円（菓子代）

申リズム&ストレッ
チ体操

３月21日㈷・
28日㈯

午前９時30分〜
11時30分 10人 持動きやすい服装、運動靴

社 交 ダ ン ス パ ー
ティー ３月28日㈯ 午後１時30分〜

４時 30人 参加・見学できます

申フラワーアレン
ジメント ３月31日㈫ 午前10時〜正午 10人

初心者向けラウンド作り費
3,000円（材料代）持エプロ
ン、はさみ、持ち帰り用袋※
3月26日㈭までに申し込みを


