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と戦争裁判〜置き去りにされた植民地
支配」（恵泉女学園大学名誉教授・内海
愛子さん）、リレー発言と人形劇、関連
展示など時5月3日（日・祝）午後1時〜
5時〔展示は4月29日（水・祝）〜5月3日
（日・祝）〕場柴崎学習館費500円（資料
代ほか）定300人（先着順）問楢崎さん☎
（536）3212
●身体障害者のための無料運転教習　
身体障害者運転能力開発訓練センター
（東
あずま

園
えん

自動車教習所）が主催対身体障
害者手帳をお持ちで、公共職業安定所
に求職登録しているなどの条件を満た
す方時入所期間3か月（入所日は7月・
10月・1月・4月の月初め）場同センター
（埼玉県新座市堀ノ内2−1−46）費教
習は無料。検定料など約35,000円が自
己負担。専用宿舎あり定各期25人（申込
順）申同センター☎048（481）2711Fax

048（481）6578
●免疫力を高めるお料理教室　MOA
こぶしの会が主催。おいしくて簡単。免
疫力を高めるダシとり中心の料理教室
です。体の中から元気になり、花粉症
にも強くなりましょう時5月8日㈮午前
10時〜午後1時場柴崎学習館費500円
（材料代）定25人（申込順）申須﨑さん
☎（535）7823
●柴崎健康体操無料体験講習会　柴崎
健康体操が主催。軽快な曲に合わせて
ストレッチや軽いリズム運動を行う健康
体操です。運動不足解消、健康増進に時
5月11日・18日の月曜日、午後7時30分
〜9時場子ども未来センター定15人程度
（申込順）申小佐野さん☎（524）0430
●2015年子どもたちの健やかな成長
を祝うガーデンパーティー　至誠学園
が主催。オープニングセレモニー、ゲー

くりした動作と深い呼吸法で体幹内部
から筋力を鍛え、新陳代謝を高めて脳
を活性化させます。年齢や体力に応じ
て取り組めます時月4回の水曜日、午前
10時〜正午場さかえ会館入1,000円月
2,500円申藤原さん☎（524）0959
●立川市幸町剣道部　剣道を指導しま
す対小学1年生〜社会人時▷毎週土曜
日、午後2時〜5時▷毎週日曜日、午後
1時〜5時場八小体育館入1,500円月
2,000円申中村さん☎（536）4099
●ステップⅡ

ツウ

　社交ダンスのレッスン。
中級・上級の基礎をプロの講師が分か
りやすく指導します対60歳以上の方時
毎週火曜日、午後1時30分〜3時30分
場柴崎福祉会館ほか月3,500円定10人
（申込順）申鈴木さん☎（527）0513
●カラオケひまわり会　大きな声で
歌って楽しく健康づくりをしませんか。
発声練習を基本に新曲にもチャレンジ
しています対中高年の女性の方時毎
月第2・第4金曜日、午後1時30分〜3時
30分場高松会館入3,000円月3,800円
定10人（申込順）申内田さん☎（523）
3904
●木曜錦町テニス　一年を通してレッ
スンを受け、楽しくゲームをしましょう
対テニス経験者時毎週木曜日、午後1
時〜3時場錦町庭球場月4,000円定6人
（申込順）申竹内さん☎（535）6827
●こぶし 話し方・朗読の会　人前で積
極的に話ができるように、基礎から学び
ます。朗読も滑舌をよくする方法や感情
の入れ方などを学びます対50歳以上の
方時月2回の月曜日、午後2時〜4時場
上砂会館費年会費1,200円月500円定
20人（申込順）申金子さん☎（538）0360
〔夜間〕

まちのお知らせ

●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
庫が共催。特許、実用新案、意匠、商標
の出願、著作権などの知的財産につい
て弁理士が無料で相談に応じます時5
月19日㈫、6月18日㈭、7月21日㈫、8月
18日㈫、9月15日㈫、午後2時〜4時場
たましんwinセンター（曙町2−8−18）定
4人（申込順）申河

かわ

内
うち

さん☎03（3519）
2751
●第2回・藤田浩子さんのおはなし会　
おはなしたまごが主催。語り継がれたお
話と遊びの楽しさ、面白さを感じてくだ
さい時5月17日㈰▷1部=午前9時40分
〜10時10分（子ども向け）▷2部=午前
10時20分〜11時30分（大人向け）場た
ましんRISURUホール費500円（大人
のみ）定90人（申込順）申5月10日㈰ま
でに木

き

谷
だに

さん☎090（4205）2196
●ヴァイオリン・ミニコンサート　ヴァ
イオリンを楽しむ会が主催。子どもから
大人（シニア）まで幅広い年代に親しみ
のある曲目を中心に演奏します。ヴァイ
オリンの素敵な音色をお楽しみくださ
い。直接会場へ時5月30日㈯午後3時
30分〜4時30分場さかえ会館定20人
（先着順）問金澤さん☎（535）8625
●2015年憲法集会「敗戦後70年〜再
び、私たちの歴史認識を問う」　市民
のひろば・憲法の会が主催。講演「憲法

ムコーナー、体験コーナー、お食事コー
ナー、児童福祉啓発コーナーなど。直接
会場へ時4月29日（水・祝）午前10時〜
午後2時30分場至誠学園（錦町6−26−
15）問櫻井さん☎（524）2601
●第4回立川健康まつり　立川健康ま
つり実行委員会が主催。健康をテーマ
に楽しく交流する場です。健康相談・
チェック、ふれあい動物園、ミニSLなど、
子どもも大人も楽しめます。直接会場へ
時5月10日㈰午前10時〜午後3時場サ
ンサンロード（曙町）問同会事務局・増
子さん☎（525）2585
●ダンスパーティー　来

らい

夢
む

来
らい

人
と

が主
催。飲み物付き、ミニレッスン、ミキシン
グあり。講師もフリーダンスに参加しま
す。ダンス用品リサイクル会を同時開催
（当日出品も歓迎）。直接会場へ時5月9
日㈯午後1時30分〜4時30分場柴崎学
習館費1,000円（飲物代、講師謝礼）問
古本さん☎090（4451）1661

会員募集

●あやめ会　三味線の音色を楽しみ
に和気あいあいと練習している民謡グ
ループです。三味線、歌に興味がある方
ご一緒しましょう時毎月第1・第3水曜
日、午後1時〜4時30分場羽衣中央会館
月1,500円定5人（申込順）申大野さん☎
（522）3088
●リフォーム 縫

ぬー

民
みん

　古い衣類（着物も）
をよみがえらせたり、新しい布地で縫っ
たり、自由に作品を作ります時月2回の
月曜日、午後1時〜5時場女性総合セン
ター入2,000円月2,000円定若干名（申
込順）申品川さん☎（525）5880
●太極拳同好会みな月　太極拳はゆっ

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。

市民リーダー☆みんなの講座
企画・運営は生涯学習市民リーダー
の会申4月27日㈪から生涯学習推進
センター☎（528）6872へ
●楽しい草笛　草笛の原理を学び、
吹き方の実習をします時6月3日㈬午
後2時〜4時場砂川学習館師河津哲
也さん費300円（受講料）定10人（申
込順）持ストロー1本、手鏡
●女性初心者のための健康マージャ
ン入門講座　難しいルールをなくし
た4枚マージャンから始めます時6月
5日㈮午後2時〜4時場錦学習館師
原浩明さん費300円（受講料）定24人
（申込順）持筆記用具
●はじめてのヨガ　身体の末端のほ
ぐしから始めて、日常生活では伸ば
さない筋肉を丁寧に伸ばしていきま
す時6月9日㈫午後2時〜4時場女性
総合センター師伊藤統子さん費300
円（受講料）定15人（申込順）持ヨガ
マットまたはバスタオル、体操ができ
る服装
●篆

て ん

刻
こ く

で遊ぼう　石に彫ることで、古
代の文字を学びます時6月20日㈯午
後2時〜4時場女性総合センター師
内田香華さん費1,800円（受講料、材
料代）定10人（申込順）持筆記用具、
ティッシュペーパー、古タオル、古は
ぶらし、古新聞2枚
●今日から使えるシニアのためのア
ロマテラピー　アロマの上手な活用

講座 法をシニア世代向けに紹介します時
6月25日㈭午前10時〜正午場砂川学
習館師関美佐子さん費1,300円（受講
料、材料代）定15人（申込順）持筆記
用具、ハンドタオル

夢に向かって一歩ずつ〜ある
失語症患者の挑戦

20代で失明、40代で脳梗塞の後遺
症で失語症になった女性が、言語聴
覚士とのリハビリでコミュニケーショ
ンを獲得するまでの挑戦と今を語り
ます。企画・運営は立川介護しゃべり
場時6月2日㈫午後1時30分〜4時場
女性総合センター師言語聴覚士・新

にい

堀
ぼり

統
と

宮
く

子
こ

さん定30人（申込順）保5人
程度（1歳〜学齢前）申4月27日㈪か
ら男女平等参画課☎(528)6801Fax

(528)6805へ

立川宇宙の学校
保護者と一緒
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5月31日、
7月5日、9月6日、11月8日、平成28年
1月24日の日曜日、午前10時〜正午
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1
家族2,000円（材料代）定60組（申込
順）持筆記用具、室内履き、靴袋など
申4月25日㈯から錦学習館☎（527）

1階〕☎（528）6872Fax（528）6804 e

shougai-suishin@city.tachikawa.
lg.jpへ

ファーレ立川・アートコンダク
ター養成講座

立川が世界に誇る109のパブリック
アートについて、くわしく学んでみま
せんか対高校生以上の方時6月2日・
9日・16日・30日の火曜日、午後1時
30分〜3時30分、および6月22日㈪
午前10時30分〜午後0時30分の夏
至の日ツアー（全5回）場女性総合セ
ンター定30人程度（申込順）申5月
19日㈫までに電話か、住所、氏名、年
齢、連絡先を書いてファクスで立川
市地域文化振興財団☎（526）1312Fax
（525）6581へ

おやこ社会科クラブ2015
さまざまな場所の見学を通して、社
会を学びます対小学生〜大人(小学1
年〜3年生は保護者同伴)時・場下表
参照（全7回）費交通費等実費定30人
（申込順）申4月25日㈯から柴崎学習
館☎（524）2773へ

日程 内容
６月６日㈯午後 柴崎学習館でオリエンテーションと柴崎・富士見エリア見学
７月４日㈯午前 「探検 ! 八王子浅川地下壕」
８月19日㈬
または20日㈭全日 「宇宙開発 ！ JAXA相模原キャンパス」

９月５日㈯未定 「兵隊になった少年たち」武蔵村山東京陸軍航空学校
10月31日㈯午前 「爆撃された変電所」東大和日立変電所跡
11月23日（月・祝）全日 「ヒロシマ・ナガサキのあとに被爆した漁船」第五福竜丸展示館
12月19日㈯未定 「記念公園に基地があった」砂川闘争跡地

6743へ

たちかわ市民交流大学企画運
営委員会委員募集

たちかわ市民交流大学の運営方針
などについて検討します▶対象=4月
25日現在、18歳以上で市内に引き続
き3か月以上在住・在勤・在学してい
るか、生涯学習活動の拠点を有する
方で、原則平日夜間に女性総合セン
ターで開催する会議に出席できる方
▶募集人数=2人（選考）▶任期=7月
〜平成29年6月。1回目の会議は7月
13日㈪の午後7時から開催▶応募方
法=5月22日㈮〔必着〕までに、「これ
からのたちかわ市民交流大学に期待
すること」についての意見（800字以
内）、住所、氏名、年齢、性別、電話番
号（ファクス番号、Eメールアドレス）、
職業、在学・在勤の方は学校名か勤
務先名、または生涯学習活動拠点と
なる団体名を書いて、直接または郵
送、ファクス、Eメール（添付ファイル
で作成するものに限る）で生涯学習推
進センター市民交流大学係〔〒190−
0012曙町2−36−2女性総合センター


