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時開演（午後1時30分開場）場ステッチ
（玉川上水駅から徒歩9分）問桑

くわ

原
ばら

さん
☎（536）2774
●アンティ多摩13周年集会「女性の人
権・女性への暴力〜35年のかかわりを
振り返る」　NPO法人市民活動サポー
トセンター・アンティ多摩が主催。長年
女性相談などを行ってきた講師の話か
ら女性の現状を知り、考えあいます時
6月20日㈯午後2時15分〜4時30分場
たましんRISURUホール師アジア女
性資料センター・丹羽雅代さん費500円
（資料代）定30人（申込順）申山

やん

家
べ

さん
☎（540）1663
●講演会「後を託して憂いのない余生
を〜任意後見契約の実際」　三多摩市
民後見を考える会が主催。任意後見契
約・財産管理委任契約・死後事務委任
契約の作成の実務を、専門職後見人・知
人後見人の場合に分けてお話しします
時6月13日㈯午後1時30分〜4時場総
合福祉センター師司法書士・鈴木敏起

〜9時（全6回）場練成館費2,000円（保
険料、指導料）定15人（申込順）申岡

おか

㟢
ざき

さん☎（524）2886
●手づくり青空市　一般社団法人ほっ
とステーションが主催。手づくりの可
愛い小物や自然環境にやさしい竹炭な
ど。障害者団体のお店や震災復興支援
のチャリティーバザー、おいしい食べ物
も。直接会場へ時6月7日㈰午前10時〜
午後2時〔雨天中止〕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

会員募集

●フィリアR・G・大山　子ども新体操ク
ラブ。基礎からボールやリボンなどの手
具を使って楽しく練習します。いつでも
見学・体験できます対3歳〜中学生時
毎週木曜日、午後4時〜6時20分場大
山小入3,000円月4,000円申柴田さん☎
（534）7041

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。中鉢から本鉢に定植と開花期
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13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
●女声合唱団「ラ・アレグリーア」演奏
会　ラ・アレグリーアが主催。主にこぶ
し会館で練習しているサークルが、フラ
ンスの作曲家フォーレやサンサーンス
の宗教曲、中田喜直の曲などを演奏し
ます。直接会場へ時6月14日㈰午後2

さん定40人（申込順）申川杉さん☎090
（7832）6506
●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、明るい会場でのパー
ティー。ミキシング、ゲームあり。お一人
でもどうぞ。直接会場へ時5月31日㈰
午後1時30分〜4時30分場泉市民体育
館費500円（チャリティー）問稲田さん☎
（536）5138
●第16回「春を呼ぶコンサート」　立川
市障害者後援会が主催。ハンディキャッ
プを持つ方による音楽発表会。器楽合
奏、ハンドベル演奏、踊りなど盛りだくさ
ん。直接会場へ時6月21日㈰午後1時開
演場たましんRISURUホール大ホール
問同会事務局☎（534）0937
●弓道初心者教室　立川弓道会が主
催。弓道を始めてみませんか。運動がで
きる服装で靴下を着用してください対
市内在住・在勤の方時6月1日㈪〜12日
㈮の月曜・水曜・金曜日、午後7時30分

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。

エクセル2010入門講座	
表計算の基礎を学びます。Windows
7を使用、パソコンは貸し出します対
文字入力ができる方時6月15日㈪〜
17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6月3日㈬〔必
着〕までに、往復はがきに講座名、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、柴崎学
習館〔〒190−0023柴崎町2−15−8〕☎
（524）2773へ

市民リーダー☆みんなの講座
小水力発電学習会

企画・運営は生涯学習市民リーダー
の会。発電装置を川の流れに置いて、
LED電球をつける体験学習をします
時7月4日㈯午前9時50分〜正午場柴
崎体育館前根川付近（雨天の場合は
錦学習館）師小水力発電交流会三多
摩会員・箱石強さん費大人650円（材
料代、保険料、受講料。18歳以下は
350円）定20人（申込順）持水の中に
入ることができるサンダル、汚れても
よい服装で申5月25日㈪から生涯学
習推進センター☎（528）6872へ

クラシック音楽入門講座	
毎回違う作曲家を取り上げます。初回
はモーツァルトです時7月4日・11日、
9月5日・12日・19日・26日の土曜日、
午後2時〜4時（全6回）場西砂学習館
師国立音楽大学教授・吉成順さんほ
か費3,000円（受講料）定30人（申込
順）保若干名（1歳〜学齢前）申5月26
日㈫から西砂学習館☎（531）0431
へ

講座 戦後70周年事業	日本戦後史	
GHQの占領政策と日本の民主化、朝
鮮戦争と日本再軍備、米ソ冷戦下の
日本の独立、経済大国と戦争責任か
ら戦後を学び今後の平和を考えます
時7月2日・9日・16日・23日の木曜日、
午後2時〜4時（全4回）場高松学習
館師国文学研究資料館准教授・加藤
聖文さん費2,000円（受講料）定40人
（申込順）申5月26日㈫から高松学習
館☎（527）0014へ

ベビーマッサージ
対0歳児と保護者（初めての方優先）
時6月19日㈮10時30分〜正午場子
ども未来センター師NPО法人国際ボ
ンディング協会会員・園田美保さん費
400円（オイル代）定10組（申込順）持
レジャーシート、バスタオル、飲み物
申5月27日㈬午前10時から子育て支
援事務室☎(529)8664へ

古典芸能に親しむ〜資料館で
落語を楽しみませんか

出演は立川落語会・立川亭小はくさ
ん、立川亭志之助さん対小学生以上
の市民の方時6月28日㈰午後2時〜
3時場歴史民俗資料館定30人（申込
順）申5月25日㈪から歴史民俗資料
館☎（525）0860へ

文学講演会「漱石さん満載トー
ク」

来年没後100年となる夏目漱石が残
した言葉と作品から、その魅力を探り
ます対高校生以上の方時6月28日㈰
午後2時〜3時30分場西砂学習館師
桜美林大学講師・冨田鋼一郎さん定
30人（申込順）申5月26日㈫から西砂
図書館☎（531）0432へ

編集者だけが知る「時刻表ので
きるまで」

時刻表の仕組みや活用法、立川駅を
通る路線など、鉄道にまつわる話を聞
きます対中学生以上の方時6月28日
㈰午後2時〜3時30分場若葉会館師

旅行関連書籍出版社編集部・木村嘉
男さん定30人（申込順）申5月26日㈫
から若葉図書館☎（535）8841へ

散歩が楽しくなる植物観察入
門	

植物名だけではなく、植物と人との関
わりなどを学びます。座学のみの参加
も可能です時▷座学=7月8日、9月9

日、11月11日の水曜日、午後6時30分
〜8時30分▷現地実習=8月9日、10
月25日、12月13日の日曜日、午前10
時〜午後1時（全6回）場幸学習館、市
内と近郊の自然公園師国立研究開発
法人科学技術振興機構主任研究員・
冨田広さん費3,150円（受講料、保険
料）定30人（申込順）申5月26日㈫か
ら幸学習館☎（534）3076へ

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）

日 内容 時間 定員・費用・持ち物など

６/27㈯

フラダンス 午前10時〜11時30分
申和紙で絵を製
作 午後０時30分〜２時30分 定10人費500円（材料代）持お

手拭き
ヨーガ・呼吸法 午後３時〜４時30分 持ヨガマット、動きやすい服装

社交ダンス 午後７時〜９時 費300円（茶菓子代）持ダンス
シューズ

申楽々バンド体
操 午後８時〜10時 定7人持バスタオル、飲み物、運

動しやすい服装

６/29㈪

申ふくろうポプ
リ入れ 午後１時〜３時 定15人費300円（材料代）持4

号、5号のかぎ針（お持ちの方）
申カラオケ 午後１時30分〜５時 定5人
カラオケ 午後７時30分〜９時

６/30㈫
フラダンス 午後２時〜４時 持飲み物、タオル、動きやすい

服装
カラオケ 午後７時〜９時
健康体操 午後７時〜９時30分 持バスタオル

７/１㈬

社交ダンス 午前９時〜正午 持ダンスシューズ（お持ちの方）
親子で遊びまし
ょう 午前10時〜11時45分 持飲み物、活動しやすい服装

茶席（表千家） 午前10時〜午後１時30分 費300円（抹茶・茶菓子代）
ダンベル 午後２時30分〜４時 持動きやすい服装
英語で遊ぼう 午後６時〜７時
ウクレレ 午後７時30分〜９時

７/２㈭

フラダンス 午前10時〜11時45分 持動きやすいスカート
民踊・新舞踊 午前10時〜正午
大正琴 午前11時〜11時50分
書 午後１時〜３時
フラダンス 午後１時30分〜３時 持動きやすいスカート
舞踊 午後１時〜５時
オリジナルダン
ス・ステップ 午後６時〜８時 持室内運動靴

フラダンス 午後７時〜８時 持動きやすいスカート

７/３㈮

ヨガストレッチ 午前10時〜11時30分
体操（全身運動）午前10時〜正午 持飲み物、タオル
申フラワーアレ
ンジメント(生
花・プリザーブド
フラワー)

午前10時30分〜正午 定各5人費▷生花＝3,700円▷
プリザーブドフラワー＝3,900円
（材料代）持花ばさみ、ペンチ
など午後１時30分〜３時

７/５㈰ お手玉カフェ 午前10時〜午後３時30分 費お手玉1個100円、お茶（お菓
子付）100円

同館で活動するサークルが日ごろの活動を公開します。体験・見学してみません
か場幸学習館申マークの催しは5月26日㈫から同館☎（534）3076へ（申込順）。
そのほかの催しは直接会場へ（先着順）。時間については変更することがあります。

幸学習館 かわせみ祭2015 公開教室


