
4平成27年（2015年）3月10日

問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ

5 立川市役所 （〒190-8666）立川市泉町1156-9  ☎（523）2111（代表）  Fax（521）2653平成27年（2015年）3月10日

凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から受け付け）

催し

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）

募集

懐かしい歌をご一緒に
大きな声で歌ったり笑ったりすること
は健康の秘訣。当時を語りながら楽し
いひとときを対65歳以上の方時4月
20日㈪午後2時〜4時場西砂学習館
師音楽講師・山田香代さん、岡田文子
さん定50人（申込順）申3月10日㈫か
ら西砂学習館☎（531）0431へ

八ヶ岳山荘バスツアー 信州&
上州の桜名所めぐり

対市内在住・在勤・在学の方とその家
族時4月20日㈪午前8時〜21日㈫午
後6時（1泊2日）場▷1日目=ファーレ
立川集合〜高遠城址公園〜諏訪高島
城〜八ヶ岳山荘（宿泊）▷2日目=山荘
〜懐古園（島崎藤村記念館ほか）〜妙

ゼロからのパソコン文字入力講
座

Windows7を使用、パソコンは貸し
出します対パソコン操作が初めての
方時4月21日㈫〜24日㈮、午前10時
〜正午(全4回)場砂川学習館師生涯
学習市民リーダーの皆さん費500円
(テキスト代)定13人(抽選)保若干
名(1歳〜学齢前)申4月3日㈮〔必着〕
までに、講座名、住所、氏名、年齢、電
話番号、保育希望の有無、返信用宛
先を書いて、往復はがきで砂川学習
館〔〒190−0031砂川町1−52−7〕☎
(535)5959へ

戦後70周年事業・立川空襲を
語り歌いつぐつどい

申いずれも3月10日㈫から柴崎学習
館☎（524）2773へ
●映像で考える70年　立川空襲（山
中坂）、重慶爆撃など時4月4日㈯午後
1時30分〜3時30分場柴崎学習館師
フォトジャーナリスト・鈴木賢士さん
定80人（申込順）
●現地に行って考える　山中坂まで
講師と共に歩きます時 4月5日㈰午
前10時〜正午場柴崎学習館〜山中坂

（富士見町）師多摩地域の戦時下資
料研究会・楢崎茂彌さん定25人（申
込順）
●コーラス鳩のうた・山中坂エレジー
と共に考える　時4月5日㈰午後1時
30分〜3時30分場柴崎学習館定150
人（申込順）

魅惑の西洋古代美術
人類が生み出した豊かな文化遺産へ
の親しみと理解を深めます時4月17
日、5月1日・15日、6月12日・19日、7
月3日の金曜日、午後2時〜4時（全6

野菜を極める③「親子でお花見
弁当を作ろう」

消費生活講座対小学生と保護者（小
学4年生以上は子どもだけの参加可）
時3月25日㈬午前10時〜午後0時30
分場女性総合センター師食とくらし
と環境を考える会の皆さん費1人600
円（材料代）定24人（申込順）保5人程
度（1歳〜学齢前）持エプロン、三角巾、
布巾、手拭きタオル申3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

食育☆子どものお弁当
幼児の食事について話を聞き、講師が
作ったお弁当のおかずを試食します
対幼児の保護者時3月25日㈬午前10
時〜正午場西砂学習館師食育コンサ
ルタント・渡辺純子さん費500円(材
料代)定16人（申込順）保若干名（1歳
〜学齢前）持筆記用具申3月10日㈫か
ら西砂学習館☎（531）0431へ

いろんなお仕事のぞいちゃお
う!〜郵便局編

郵便局内を見学し、正しい宛名の書
き方も学びます対小学3年生〜高校
生時3月27日㈮午前10時30分〜正
午場立川郵便局（曙町2−14−36）費
52円（はがき代）定20人（申込順）持
筆記用具申3月10日㈫から西砂学習
館☎（531）0431へ

子どもと楽しむ行事食〜端午
の節句編

季節ごとの行事や、お祝いの日に食
べる特別な料理「行事食」を作ります。
今回は鯉のぼりサンド、たけのこのグ
ラタン、柏餅。今後も行事に合わせて
開催していきます時4月14日㈫午前
10時〜午後1時場高松学習館師フー
ドスタイリスト・八木佳奈さん費600
円（材料代）定24人（申込順）保若干名

（1歳〜学齢前）申3月10日㈫から高
松学習館☎（527）0014へ

まちの案内人「ボランティアの
会」会員

立川の観光スポットや歴史文化施設
などの案内や勉強会などを実施して
います。たちかわまちの案内人と一緒
にまちを案内してみませんか。観光や
まちのことに関心のある方、ご参加く
ださい。外国語を話せる方も募集して
います定10人（申込順）申4月10日㈮
までに立川観光協会☎（527）2700へ

たちかわ市民交流大学 団体企
画型講座

市内で活動するサークルやNPO法
人などの市民グループの皆さんが企
画・運営する講座を募集します▶応
募方法=事業提案書に必要事項を書
いて、直接、または郵送、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

子ども未来センターのコミュニティプログラム
bokumana@gmail.comへ
●「100万回生きたねこ」演劇上演&
ワークショップ　演劇と猫のパペッ
ト作り時 3月28日㈯午後1時〜2時
30分場子ども未来センター費1,000
円（材料代）定 20人（申込順）申 氏
名・連絡先を書いてEメールでドロッ
プ・渡辺さん☎090（4528）3208 e

playunit.drop@gmail.comへ

●おやこダンス教室 by ぼくらの学
び舎　プロダンサーが教える、簡単
なダンスレッスン入門編 時 3月15日
㈰午後1時45分〜4時30分場子ども
未来センター費500円（受講料）定20
人（申込順）持 動きやすい服装、飲み
物 申 電話か、氏名・連絡先を書いて
EメールでDesign Lab. t.s.d.c.佐
藤さん☎080（3733）0188 e hello.

子ども・子育て それいけ ! たまレンジャー!!
多摩地域の自然・環境・歴史に触れ
ながら、子どもたちと保護者、ボラン
ティアで多世代交流を楽しむ「たまレ
ンジャー」。第15回は、「Mr.Tからの
SOS！？〜写真を撮って未来を救え」。
公園で写真を撮りながら、さまざまな
ミッションに仲間と挑戦します。ボラ
ンティアスタッフも募集。くわしくは
学生団体N.G.I.のフェイスブックHP

http://facebook.com/NGI.jpをご
覧ください対▷参加者=小学1年生〜
中学3年生（未就学児は要相談）▷ボ
ランティアスタッフ=高校生・大学生・
大学院生時3月28日㈯午前10時〜
午後4時〔荒天中止〕場都立狭山公園

（東村山市。西武多摩湖線西武遊園
地駅徒歩5分）定▷参加者=30人（申
込順）▷ボランティアスタッフ=10人

（選考）申ボランティア申し込みは3
月21日㈯までに、参加申し込みは3月
25日㈬までに、Eメールで件名に「た
まレンジャー参加（ボランティア）申し
込み」、本文に住所・氏名（ふりがな）・
性別・生年月日・学校名・学年・電話
番号・緊急連絡先を書いて、学術・文
化・産業ネットワーク多摩同イベント
事務局 e info.hello.n.g.i@gmail.
comへ問市企画政策課・内線2687

春休み・親子アートイベント〜顔
のなる木の下で、歌おう、踊ろう！

体を動かしながら、顔のなる木を作
ります対5歳以上の子どもと保護者
時3月27日㈮午前10時〜正午場柴
崎学習館師アーティスト・小林幹直さ
ん、宮原和代さん費1人200円（材料
代）定30人（申込順）保若干名（1歳〜
4歳）申3月10日㈫から柴崎学習館☎

（524）2773へ

春休み・親子クッキング〜ク
リームシチューとスイーツ

対小学生以上の子どもと保護者時3
月30日㈪午前10時〜午後1時場柴崎
学習館師料理愛好家・井口あつ子さ
ん費1組600円(材料代)定10組（申

込順）申3月10日㈫から柴崎学習館☎
（524）2773へ

たかまつ子育てファミリーDAY
子育て講座や、お父さん、お母さんと
一緒の楽しいプログラムなど対0歳〜
5歳の子どもと保護者時3月28日㈯午
前11時〜午後0時30分場高松児童
館定15組（申込順）申3月14日㈯午前
9時から高松児童館☎（528）2925へ

親子自転車教室
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3月
15日㈰午前10時〜11時場立川警察
署（緑町）定10組（申込順）申3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

義山さくらの里〜こんにゃくパーク〜
立川費大人14,800円(65歳以上の方
は13,800円）定48人（申込順。最少催
行人員35人）申3月10日㈫午前9時か
ら八ヶ岳山荘☎0551（48）2309へ

草餅作り
香りの高いヨモギで作り、春を味わい
ます対小学生以上の方（小学生は保
護者同伴）時3月29日㈰午前10時〜
午後1時場歴史民俗資料館師立川民
俗の会の皆さん定30人（申込順）費大
人500円、子ども300円（材料代）持バ
ンダナ、エプロン、タオル申3月10日㈫
から歴史民俗資料館☎(525)0860へ

ロードもできます問生涯学習推進セ
ンター☎（528）6872

市民農園利用者（追加募集）
市内にある市民農園のうち、次の農園
の利用者を追加募集します▶追加募
集する区画=▷柴崎第1市民農園（柴
崎町5丁目、駐車場なし）の10区画▶
応募資格=次の要件を全て満たす方
▷3月10日現在市内在住▷市民農園
を利用していない▷利用期間中継続
して管理できる（耕作・除草等の管
理を2か月以上放棄すると利用承認
を取り消されます）▶利用期間=平成
27年4月〜平成29年1月末▶利用区
画=1区画約10㎡▶利用料金=7,480
円（利用期間22か月分）▶申込方法
=3月18日㈬〔必着〕までに「柴崎第1
市民農園利用申し込み」と住所、氏名

（利用者本人）、年齢、電話番号、返信
用宛先を書いて、往復はがきで柴崎
福祉会館〔〒190−0023柴崎町5−11
−26〕へ▶注意事項=▷応募はがきは
1世帯1枚に限ります▷利用の権利の
譲渡、転貸はできません▷利用者（耕
作する方）本人が申し込んでください
問高齢福祉課生きがいづくり係〔柴崎
福祉会館内〕☎（523）4012

川柳大会作品
5月下旬に柴崎学習館まつり「すわっ
祭」で開催する「第4回川柳大会」の
作品を募集します。初心者大歓迎。企
画・運営は立川川柳会・天々会。公募
句の講評は5月27日㈬を予定してい
ます▶課題=「発展」「緑」「前向き」の
題で各題3句まで▶投句方法=所定
の用紙（各地域学習館で配布）に必要
事項を書いて柴崎学習館内投句ポス
トへ、または住所・氏名（掲載名）・電
話番号を書いてはがきまたはEメー
ル（件名を「立川天々会宛て」として
ください）で柴崎学習館内立川天々
会〔〒190−0023柴崎町2−15−8〕e

shougai-suishin@city.tachikawa.
lg.jpへ▶受付期間=3月10日㈫〜4月
28日㈫〔必着〕問柴崎学習館☎（524）
2773

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4月15
日㈬・29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

立川市役所ロビーコンサート
サクソフォーンとピアノのデュオによ
る演奏です。直接会場へ時3月19日
㈭午後0時20分〜0時50分場市役所
1階多目的プラザ問地域文化課・内線
4501

応等、大震災への備えを体験的に学び
ます時4月26日㈰〜7月25日㈯のうち7
日間、午後1時〜5時場子ども未来セン
ター、総合福祉センターほか費4,000円

（受講料、保険料）定 40人（申込順）申
3月16日㈪〜4月10日㈮に、市民活動セ
ンターたちかわ☎（529）8323
●美容外科トラブル法律相談（電話相
談）　第二東京弁護士会消費者問題対
策委員会が主催。医療ミス、消費者問
題に豊富な経験を持つ弁護士による相
談が無料で受けられます。電話料金は
負担をお願いします▶相談電話＝☎03

（5511）0061〔3月26日㈭午前10時
〜午後4時のみ〕問 同会☎03（3581）
2257
●パッチワーク教室　富芸会が主催。
和布でポーチとブローチを作ります時
4月1日・15日の水曜日、午前10時〜正
午 場 滝ノ上会館 費 1,000円（材料代）
申3月25日㈬までに鈴木さん☎（523）
1762

す対0歳からの子どもと保護者時3月21
日㈷午後1時30分から場アレアホール

（アレアレア2 6階）定15組（申込順）申
ヒッポファミリークラブ☎0120（557）
761〔平日の午前9時〜午後5時30分〕

会員募集

●高松水墨画友の会　墨の濃淡で生ま
れる世界。上手・下手などの形ではなく、
伸び伸びと描きましょう。初心者歓迎時
月2回の金曜日、午後1時〜4時場高松
学習館月1,500円申府川さん☎（536）
9055
●曙囲碁クラブ　囲碁講座や日常対局
のほか、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 時▶講座=毎週木曜日、
午後1時から▶対局=日曜日と祝日を除
くほぼ毎日、午後1時から場曙福祉会館
費2,000円（半年分）入1,000円申石川
さん☎（523）5745

まちのお知らせ

●スペイン語無料講座　スペイン語会
話ヒラソルが主催。直接会場へ時3月27
日㈮午後3時30分から場子ども未来セ
ンター問田中さん☎090（3238）7728
●女性テニス教室（硬式）　立川市テニ
ス連盟が主催対市内在住・在勤の女性

（初心者〜中級者）時 4月8日〜6月10
日の水曜日、午前9時〜11時（全6回・予
備日2日）場錦町庭球場（オムニコート）
費4,000円定20人（申込順）申同連盟
指導委員会・米

よね

持
もち

さん☎（531）5036 e

yonemochi-10423@nifty.com
●第Ⅳ期災害ボランティアリーダー養
成講座　立川市災害ボランティアネッ
トほかが主催。普通救命、要援護者対

●第4回幼児向け性教育「誕生のひみ
つ」　三多摩健康友の会すこやかサー
クルが主催。命を大事に、自分の体を守
れるように、誕生のしくみと体について
学びます対 4歳〜小学校1年生と保護
者時3月28日㈯午後2時〜3時30分場
立川相互病院付属子ども診療所隣接
フィットネスセンター（錦町1丁目）定12
組（申込順）申同診療所☎（525）6555

〔平日の午後2時〜5時〕
●居合の初心者無料講習会　夢想神伝
流居合伝承会が主催。刀の操作は伝統
的な特殊技能です。居合の学び方、道場
選びなど可能な限りアドバイスします。
直接会場へ対刀を強く華麗に操作した
い老若男女時4月6日㈪午後7時〜9時
場練成館問安藤さん☎（536）5779
●親子で参加できるワークショップ　
ヒッポファミリークラブが主催。メキ
シコからやってきた大学生ミゲル君と
ゲームやクイズ、ダンスなどで一緒に遊
ぼう。海外ホームステイがよく分かりま

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。

●むさしのコーラス（女声）　童謡、唱
歌、叙情歌などを、一緒に歌ってみませ
んか 対 女性の方 時 毎月第2・第4金曜
日、午前10時〜11時40分場若葉会館
月1,800円申山岸さん☎（535）6700
●あゆみハイキングクラブ　ゆっくリズ
ムで、のんびりハイキング。初心者歓迎
時月2回の日曜日、祝日月500円申宮﨑
さん☎080（3025）1933
●あひるの会　主にハイキングと軽登
山。山登りの好きな方、大歓迎です 対
中高年の方時月2回の日曜日費年会費
2,000円（ほかに団体保険料1,850円）
申田中さん☎（536）5319
●英会話「サークル」　中学〜高校程度
の文法を使って、英会話を楽しく勉強し
ています。見学可対女性の方時毎月第
2・第4木曜日、午前10時〜正午場錦学
習館月2,000円定若干名（申込順）申秋
田さん☎（527）3258
●ダンスサークル フレンド　A級プロ
の講師によるきめ細かい指導のもと、

楽しくレッスンしています。無料の体験
レッスンもあります対中級程度の方時
毎週木曜日、午前10時〜正午場柴崎学
習館入1,000円月3,000円申広瀬さん☎

（525）8968
●親子リトミックサークルさくらんぼ　
ピアノに合わせてリズム遊びを楽しみ
ます対2歳以上の子どもと保護者時月
2回の月曜日▷午前10時から▷午前11
時から、各40分間場若葉会館月1,500
円 定 各15組（申込順）申 柏葉さん☎

（535）6654 e cherry-peach1214@
docomo.ne.jp
●立川ソシアルダンスクラブ　個人レ
ベルには関係なく、どなたでも会員相互
でレッスンを楽しむサークルです。見学
歓迎時毎週木曜日、午後7時30分〜10
時場上砂会館、こぶし会館月500円（4
か月分前納）申中村さん☎（531）1378
●T.E.C（英会話）　横田基地からアメリ
カ人の先生を招いて楽しく学んでいま
す対初級〜中級程度の方時月4回の火

曜日、午前10時〜正午場砂川学習館入
2,000円月3,000円定若干名（申込順）
申鈴木さん☎（537）3720
●柴崎大正琴の会　お琴は毎回無料で
お貸しします時毎月第1・第3火曜日、午
前10時〜正午場柴崎会館月3,000円
申廣

ひろ

原
はら

さん☎（524）3748
●フラワーサークル桜　基本からしっ
かりフラワーアレンジメントに取り組ん
でいます。生花もプリザーブドフラワー
も扱います。お気軽にどうぞ時毎週火曜
日▷午前10時30分〜正午▷午後1時30
分〜3時場西砂学習館ほか費1回500
円（ほかに花代、材料代で3,700円〜
3,900円）定10人（申込順）申清水さん☎

（531）8728
●中高年から始めるらくらくピアノ　
80歳の方でも、初日からカナ付き楽譜
で指番号を見ながら両手で弾けます対
40歳代〜80歳代の方時毎月第1・第3
水曜日、午前10時〜正午場砂川学習館
入500円月3,500円（ほかにテキスト代

2,000円）申神
こう

津
づ

さん☎（535）0474
●沙羅の会　女性の指導者による、男
性のみのカラオケ同好のグループ。部
員の希望で選曲し、およそ3か月で仕上
げます対 中高年の男性の方 時 原則第
1・第3月曜日、午後7時〜9時場幸学習
館入3,000円月3,000円申田中さん☎

（536）1163
●新日本婦人の会 親子リズム　親子で
体操や工作、伝統的な行事などを楽し
み、心身共にリフレッシュしませんか。
友だちもできますよ。見学大歓迎です
時毎週水曜日、午前10時〜正午場幸学
習館入100円月1,000円申糸永さん☎

（534）2400
●上砂気功クラブ　東洋医学に基づい
た呼吸体操でゆっくりな呼吸と運動で
す。足腰に自信のない方も大丈夫です。
無料体験あり時毎週金曜日、午後2時〜
4時30分場上砂会館師気功指導員・髙
梨栄子さん入1,000円月2,500円申橋
川さん☎（535）8924

回）場柴崎学習館師美術ジャーナリス
ト・斎藤陽一さん費3,000円（受講料）
定30人（申込順）申3月10日㈫から柴
崎学習館☎（524）2773へ

「ボッティチェリとルネサンス」
関連文化講演会

展覧会「ボッティチェリとルネサン
ス フィレンツェの富と美」はBunka
muraザ ･ ミュージアム（渋谷区）で3
月21日㈷〜6月28日㈰に開催されま
す。フィレンツェの趨勢と運命をとも
にしたボッティチェリの作品や同時
代の作品などについて語り、展覧会
の見どころをお伝えします。NHKと
共催。来場者には無料招待券を1人1
枚差し上げます時4月14日㈫午後7
時〜8時40分場女性総合センター師
Bunkamuraザ・ミュージアム上席学
芸員・宮澤政男さん定180人（抽選）
申3月20日㈮〔必着〕までに、住所・氏
名（ふりがな）・年齢・電話番号（ペア
で申し込む場合は2人分）、返信用宛
先を書いて往復はがきで生涯学習推
進センター〔〒190−0012曙町2−36
−2〕☎（528）6872へ。市ホームペー
ジトップの「電子申請サービス」から
電子申請も可

子ども未来センターのオープンから
2年。「まんが」をテーマにしたイベ
ントを開催します。市民団体による
多様なプログラムや、芝生でまんが
を読める「まんがぱーくガーデン」な
ど、子どもから大人までみんなが楽
しめるしかけがいっぱいです。

申込方法など、くわしくは子ども未来センターホームページHPhttp://t-mirai.
com/をご覧ください問市民活動コーディネーター・藤山さん☎090（2487）
8804 e c-program@t-mirai.com

《プログラムの一部を紹介》
●プラバンでキャラグッズを作ろう
●ひみつ道具ワークショップ
●昔懐かし昭和の駄菓子屋さん
●マンガで必殺技を再現しよう
●アニメ16mm上映会
＊参加費（実費）がかかるプログラムも
　あります。

3月21日㈷
午前10時〜午

後4時

子ども未来セン
ター


