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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）

と一緒に提出してください問ケア・セン
ターやわらぎ☎（523）3552
●砂川の大地から、とどけ平和の声～砂
川闘争60周年現地集会　実行委員会が
主催。①第1部＝砂川闘争、砂川空襲の映
画上映会②第2部＝屋外集会（砂川鍋、
歌、人形劇、詩の朗読、各地からの発言）。
直接会場へ時10月11日㈰①午前10時
から②午後1時30分から場①砂川学習
館講堂②砂川秋まつりのひろば（学習館
南へ100m）問福島さん☎（536）3167
●心の健康を考える講演会　立川麦の会
（立川精神障害者家族会）が主催。テー
マは「障害者権利条約と意思決定支援」。

まちのお知らせ
●老後の備え!知っておきたい制度と事
業～成年後見制度と日常生活自立支援
事業　三多摩市民後見を考える会が主
催。住み慣れた地域で安心して安全に自
分らしく生きるために学びましょう時10
月24日㈯午後1時30分～4時場総合福祉
センター師特定社会保険労務士・稲葉英
一さんほか定40人（申込順）申川杉さん

精神障害者が地域で自立して生活して
いくために、「意思決定支援」のあり方を
考えます。直接会場へ時10月24日㈯午
後2時～4時場女性総合センター5階第
3学習室師日本自閉症協会常任理事・柴
田洋弥さん定80人（先着順）問岡田さん☎
（507）6015

会員募集
●毛筆笙

しょう

の会　講師の岩井笙韻さんのも
と、毛筆（楷書、行書）を楽しく学んでいま
す。初心者もどうぞ対成人の方時毎月第
1・第3水曜日、午前10時～正午場高松学
習館入1,000円月2,500円定若干名（申

●曙囲碁クラブ　囲碁講座やリーグ戦、
日常対局のほか、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・リーグ戦＝毎週木曜
日、午後1時から▷日常対局＝曙福祉会
館の開館日にほぼ毎日、午後1時から場
曙福祉会館入1,000円費半年会費2,000
円申石川さん☎（523）5745
●立川弓道会　継続して弓道を学びたい
方を募集しています対市内在住・在勤の
方時毎週月曜・水曜・金曜・土曜日▷午後
3時～5時▷午後7時30分～9時場練成館
費半年会費8,800円（保険料を含む）申
岡嵜さん☎（524）2886

☎090（7832）6506
●第9回マンション大規模修繕セミナー　
マンション大規模修繕協議会が主催。1.5
倍も値上がりした修繕積立金の値上げを
回避する術を学びます対マンションにお
住まいの方時10月3日㈯午後0時30分～
5時場立川商工会議所定50人（申込順）
申松井さん☎080（3085）2751
●和紙ちぎり絵千草会30周年記念展　和
紙ちぎり絵千草会が主催。上質な和紙を貼
り重ねる手法で繊細なちぎり絵を探求して
きました。会員と講師による渾身の作品を
展示します。直接会場へ時10月10日㈯～
12日（月・祝）、午前9時～午後5時（最終日は

込順）申橋本さん☎（536）9584
●ワークアウト虹の会　バレエの先生に
よるストレッチやウオーキングなどを組
み合わせた誰にでもできる運動です対
女性の方時月3回の月曜日、午後2時～3
時15分場こんぴら橋会館入1,000円月
2,000円申飯島さん☎090（4835）4722
●立川市シルバー将棋同好会　年4回の
将棋大会やリーグ戦とトーナメント戦、将
棋講座、親睦旅行など開催。初心者・女性
大歓迎対60歳以上の方時曙福祉会館の
開館日にほぼ毎日、正午～午後4時30分
くらい入1,000円月300円（半年分前納）
申小

お
椋
ぐら
さん☎（535）3659

●立川イングリッシュチャットルーム　
教材としてタイムとPBS（アメリカ公共放
送）を使って英語を学習します。レベルは
高いほうです対16歳以上の方時▷毎月
第2・第4火曜日、午前10時～正午▷毎週
土曜日、午後2時～4時場柴崎学習館、錦
学習館月2,000円持パソコン申熊田さん
☎（531）1887
●高松書道友の会　朱直筆手本（楷・行
書、仮名）で基本から学べます。古典臨書
も。初めての方から上級者まで時毎月第
2・第4火曜日、午後1時30分～3時30分
場高松学習館入1,000円月2,300円申鈴
木さん☎（524）4019

午後4時まで）場たましんRISURUホール
ギャラリー問尾高さん☎（523）3645
●介護職員初任者研修（通学形式）　
NPO法人ケア・センターやわらぎが主催
時①10月12日～12月18日（月曜・水曜・
金曜日コース）②平成28年1月11日～3
月19日（月曜・木曜・土曜日コース）③平
成28年3月2日～4月27日（月曜・水曜・
木曜・金曜・土曜日コース）場▷講義＝同
法人研修センター（錦町2-6-23）▷実習
＝同法人事業所（立川市、国分寺市など）
費56,995円（受講料、テキスト代）定24人
（選考）申最寄りの事業所で申込用紙に
必要事項を書いて、身分証などのコピー

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。

　たちかわ創造舎オープンに伴い、さまざまな催しを行います。

いずれも直接会場へ。

●たまみら朝市　新鮮野菜や惣菜パンなどを販売します。たまが

わ・みらいパークで開催時午前10時～正午(売り切れ次第終了)

●黒板ジャック　黒板が武蔵野美術大学の学生たちによって驚き

のアート作品に時午前10時～午後７時

●恐竜くんのちっちゃなミュージアム　恐竜の世界をより身近に

感じてみませんか時▶イラスト展示・ぬり絵コーナー＝午前10

時～午後７時▶恐竜くんに会える時間＝①午前10時30分～正午

②午後１時～２時30分③午後３時～４時30分

●星空シネマ　子どもから大人まで楽しめる海外アニメーション

を校庭で上映します(雨天時は体育館)時午後５時30分～６時30分

　劇作家・北村想の代表作を、劇団Theatre Ortが公演しま

す対小学生以上時▶10月30日㈮＝午後８時～９時30分▶

10月31日㈯＝①午後２時～３時30分②午後６時～７時30

分費500円（市外の方は1,000円。小・中学生は無料）定各

60人（申込順）申９月28日㈪から、電話か、たちかわ創造

舎ホームページHPhttp://tachikawa-sozosha.jp/へ

　輝く個店振興事業は、平成20年度から始まり、今年度で８回目となりま

す。ここでは、今なお「輝く個店」として魅力を発信し続ける、過去の受賞店

舗を紹介します。ぜひ足を運んでみてください。

想稿・銀河鉄道の夜

イベント
紹介

　皆さんから推薦された市内の

魅力あるお店を、店舗デザイ

ン・商品力・接客などの項目を審査して表彰し、市の

イチオシ店としてＰＲする事業です。皆さんの周りに

ある素敵なお店やおすすめのお店をぜひ推薦してくだ

さい。過去の受賞店舗は審査対象外です。受賞発表は

平成28年２月ごろです。

　なお、推薦していただいた方の中から抽選で10人

の方に、立川産野菜・フルーツの詰め合わせをプレゼ

ントします。

●インターネット　10月31日㈯までに、専用
ホームページHPhttp://award.tachikawa-shoren.

com/の応募フォームから推薦してください。

●ファクス　同連合会や市役所などで配布して
いる用紙に必要事項を書いてFax（527）8288へ

輝く個店を
教えてください

輝く個店とは…

推
薦
方
法

問立川市商店街振興組合連合会☎（527）2788、
市産業観光課商工振興係・内線2644

　オフロード等に障害物を設置して行う自転車競技「シクロクロ

ス」を、たちかわ創造舎の校庭で開催します。初めての方から上

級者まで楽しめます。申込方法など、くわしくは専用ホームペー

ジ「スポーツエントリー」HPhttp://www.sportsentry.ne.jp/event/t/

61364をご覧ください時10月24日㈯午前10時30分～午後５時

サンセット・シクロクロス

たまみらでカラオケを楽しもう!　対3人以
上のグループ時10月の毎週水曜日、正午～
午後5時費1,000円（2時間1部屋。延長1時
間500円）〔申込順。前日までに〕
リサイクルものづくりクラブ　時10月8日・
22日の木曜日、午前10時～午後3時費1種目
200円（材料代）定各10人〔申込順。前日まで
に〕
多摩川植物観察講座　時10月11日㈰午

前10時～正午定30人〔申込順。前日までに〕
むしむし探検隊「昆虫観察会」　時10月18

日㈰午前9時30分～正午費100円（保険代）
定25人〔申込順。前日までに〕
日曜プラモデル教室　時10月25日㈰午前
9時～午後5時定10人〔申込順。前日までに〕
●おはなしたまご「おはなし会」　時10月25
日㈰午後1時～2時

●たまみら朝市　時9月27日・10月18日の日
曜日、午前10時～正午（売り切れ次第終了）
●ミニトマの木「子育てひろば」　対乳幼児
と親時10月の毎週金曜日、11日・25日の日
曜日、午前11時～午後3時
十文字自彊術　時10月2日～23日の金

曜日、午後1時30分～3時（全4回）費2,000円
（参加費）定20人〔申込順。10月1日㈭までに〕
津軽三味線民謡教室　時10月5日・19日・

26日の月曜日、午後5時～9時45分定各3人
〔申込順。前日までに〕

場たまがわ・みらいパーク（旧多摩川小）
マークの催しは電話、または参加者

名・電話番号を書いてファクスで☎・Fax

(848)4657へ。その他の催しは直接会場へ

たまがわ・みらいパークの催し

物販・サービス業部門 飲食業部門

鰹節
三上鰹節店
曙町　☎（522）3259

ヘアサロン
BB.TAKAOKA
羽衣町　☎（521）0236

寿司
寿司勝
錦町　☎（522）4874

写真
アライ写真館
高松町　☎（522）3507

パン
リオンドール
柏町　☎（535）4882

レザークラフト専門店
OJAGA DESIGN TACHIKAWA
高松町　☎（537）7943

パン・ピザ・喫茶
Bakery&Café BAKUBAKU
柴崎町　☎（527）2721

チーズ・喫茶
サロンド・テ・チーズ王国
栄町　☎（513）4101

ハム・ソーセージ
ゼーホフ工房
幸町　☎（535）5009

印刷・物販
立川印刷所
富士見町　☎（524）3268

パン・ベーグル販売
Ohana bakery
高松町　☎（527）1855

和生菓子
立川伊勢屋本店
高松町　☎（522）3793

ワイン・酒
エスポアおぎの
富士見町　☎（522）4500

特蒸し銘茶・のり
菊川園
柴崎町　☎（526）2035

理容室・美容院
ハレケ ルーピディア
柴崎町　☎（525）8080

ケーキ・喫茶
エミリーフローゲ
曙町　☎（527）1138

パン・カフェ
クラウンベーカリー立川店
錦町　☎（526）2226

コーヒー豆・器具
珈琲夢職人
羽衣町　☎（524）5699

和紙
紙匠 雅
柴崎町　☎（548）1388

懐石料理
無門庵
錦町　☎（529）2323

飲食・喫茶
一六珈琲店
錦町　☎（527）1680

天ぷら
わかやま
曙町　☎（525）0222

フランス料理
シェ タスケ
曙町　☎（527）5959

カフェ
カフェ・レストラン   てくたく
若葉町　☎（536）5788

やきとり・居酒屋
やきとり処  月忠
曙町　☎（548）7117

レストラン
MOTHERS立川南口店
柴崎町　☎（525）6236

イタリア料理
PIZZERIA YUICIRO&A
曙町　☎（512）9570

居酒屋
菊松屋
高松町　☎（526）7583

居酒屋
ジャパニーズ  キュイジーヌ佐藤
錦町　☎（512）7265

イタリア料理
Tre Monte
柴崎町　☎（528）3320

しゃぶしゃぶ
しゃぶしゃぶ観 たちかわ
高松町　☎（522）6290

やきとり・居酒屋
やきとりの玉屋
高松町　☎（512）7490

カフェレストラン
ガーデン＆クラフツ カフェ
錦町　☎（548）5233

過去の受賞店舗
9月27日日

場富士見町６-46-１（旧多摩川小）

問☎（595）6347

新装開店（平成28年春）のため休業中
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