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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）

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）

リサイクルでシーズン♥リース
クリスマスとお正月	

基本の素材を繰り返し生かして、クリ
スマスリースや正月飾りなどを作りま
す時12月2日㈬午後1時30分〜3時
30分場女性総合センター師フラワー
デザイナー・堀江喜代子さん費1,300
円前後（受講料、材料代）定15人（申
込順）保若干名（1歳〜学齢前）申10
月26日㈪から生涯学習推進センター
☎（528）6872へ

今一番女性が輝ける場
と こ ろ

所・タカ
ラヅカ

舞台人として、女性としての彼女たち
の生き方を学んでみませんか。企画・
運営は立川シティクラブ対市民の方
時11月23日(月・祝)午後1時30分〜3
時30分場女性総合センター師フリー
ジャーナリスト・中本千晶さん定40人

（申込順）保5人程度（1歳〜学齢前）
申10月26日㈪から男女平等参画課☎

（528）6801へ

市民リーダー☆みんなの講座「世
界でひとつだけのハンコ作り」

来年の干支「申」の文字または、署名
の後に押す自分の名前の文字を彫り
ます。企画・運営は生涯学習市民リー
ダーの会時12月2日㈬午後2時〜4時
場西砂学習館師一級印章彫刻技能
士・間宮晢さん費800円（受講料、材
料代）定30人（申込順）持ティッシュ
ペーパー申10月26日㈪から生涯学
習推進センター☎（528）6872へ

たちかわエコパートナー認定講
座

身の回りの環境への感性や観察力を
養い、自らの行動を考え環境の大切
さを広めていける方の養成を目的と
しています。くわしくは、市ホームペー
ジやツイッターHPhttps://twitter.
com/eco_tachikawaをご覧くださ
い。
●身近なエネルギーを考える　市庁
舎の省エネ・新エネの取り組みを見
学・学習した後、公共施設のエネル
ギー消費量などのデータを見なが
ら、その活用法を考えます対市内在
住・在勤・在学の方時11月14日㈯午
前9時30分〜午後0時30分場市役所
定20人（申込順）申電話、または講座
名、住所、氏名、電話番号を書いてE
メールで環境対策課環境推進係・内
線2243 e kankyoutaisaku@city.
tachikawa.lg.jpへ
●バスで見学!ごみのゆくえ〜清掃工
場からその先まで　清掃工場・総合リ
サイクルセンター（立川市）、二ツ塚処
分場(日の出町)をバスで見学し、ごみ
がどう処理され、最終的にどうなるの
かを学びます時11月18日㈬午前8時
30分〜午後4時30分場女性総合セン
ター前集合・解散持昼食、雨具、筆記
用具定40人(申込順)申10月26日㈪
から西砂学習館☎（531）0431へ

講演会「印刷本からわかること
〜文字から立川を探る」

国立国語研究所との共同企画。歴史
的な印刷本を取り上げ、文字から中
世の立川を探ります対都民の方時11
月29日㈰午後2時〜3時30分場歴史
民俗資料館師国立国語研究所准教
授・高田智和さん定20人（申込順）申
10月25日㈰から歴史民俗資料館☎
(525)0860へ

オープン子ども科学あそび隊
大学生と楽しく科学の実験をします。
内容は「バブロケットを飛ばそう。音
の振動を見てみよう。空気の力をかん
じよう。」です対小学生と保護者（子
どものみの場合は小学4年生以上。保
護者がいれば未就学児の見学も可）
時11月21日㈯午前9時30分〜11時
30分場二小体育館師東京学芸大学
教育学部理科教育学教室の皆さん費
100円(材料代)定80人（申込順）持
上 履き、靴
入 れ 申 1 0
月27日㈫か
ら高松学習
館☎（527）
0014へ

東京女子体育大学公開講座〜
かんたんカレンダーづくり

かんたん版画の技法で、2016年の
カレンダーを作ります対小学生以上
時 12月6日㈰午前10時〜午後1時
場たまがわ・みらいパーク師同大学
准教授・渡邊洋さん費500円（保険
料、材料代）定30人（開催1か月前に
定員を超えた場合は抽選、超えない
場合は1週間前まで申込順）申講座
名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、性
別、電話番号を書いて、はがきかファ
クス、Eメールで、同大学地域交流
センター〔〒186−8668住所記入不
要〕☎(572)4324Fax（572）4317 e

chiiki@twcpe.ac.jpへ問市生涯学習
推進センター☎（528）6872

薬剤師と話そう ! 予防接種の
い・ろ・は

予防接種が欠かせないこの季節。安
心して日常生活を送ることができる
よう、肺炎球菌・インフルエンザワク
チンを中心に、その成分や副作用な

どについて学びます時11月20日㈮午
前10時〜11時30分場若葉会館師薬
剤師・小林史弥さん定30人（申込順）
申電話か、住所、氏名（ふりがな）、電
話番号を書いてファクス、Eメールで
立川市社会福祉協議会地域福祉コー
ディネーター☎（537）7147Fax（537）
7157 e sakaewakaba@room.ocn.
ne.jpへ

消費生活講座「家事と家計の講
習会」

わが家の現状をよくつかんで、この先、
どこをどうすればよいかを考えます
時11月26日㈭午前10時〜正午場女
性総合センター師多摩友の会生活講
習グループの皆さん定35人（申込順）
保8人程度（1歳〜学齢前）持筆記用
具申10月26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
5階〕☎（528）6801へ

NPO法人設立ガイダンス
NPOの意味や法人化の意義、手続き
の流れなどの基本的な説明を聞きま
す時11月18日㈬午後7時〜9時場総
合福祉センター費500円定20人(申
込順)申市民活動センターたちかわ☎

（529）8323へ

ひとり親家庭支援講座「アロマ
で作るおそうじスプレー&ハン
ドマッサージ」

対ひとり親家庭の子どもと保護者時
11月21日㈯午後2時〜4時場子ども
未来センター師アロマセラピスト・新
井真由美さん費300円（材料代）定
12組(申込順)申子ども家庭支援セン
ター☎(528)6871へ〔日曜日、祝日は
除く〕

《お詫び》
前号に開催日が10月31日㈯とあるの
は誤りでした。お詫びします。

遊びにおいでよ 児 童 館 マークの催しは
申込制です

富士見児童館	 ☎(525)9020
●紙コップバスケットゲームを作ろう!＝

11月11日㈬午後4時から、小学生以
上、定員16人
つくって食べよう♪「デコパフェ」＝11
月18日㈬午後4時から、小学生以上、
定員16人、有料

●おいでなさい＝11月21日㈯正午から、
小学生以上、有料

錦児童館	 ☎（525）6684
●まんぼうまつり＝11月4日㈬午後2時

30分から、乳幼児親子・小学生以上、
有料

●ありがとう工作＝11月19日㈭〜22日
㈰午後3時から、小学生以上

羽衣児童館	 ☎(526)2336
●福よ来い来い!熊手工作＝11月19日

㈭〜22日㈰午後1時から
星空教室＝11月21日㈯午後5時30分
から、小学生以上

高松児童館	 ☎（528）2925
●ドッジボール大会＝11月7日㈯午後2

時から、小学生以上
ドミノで遊んじゃおう＝11月25日㈬午
後3時から、定員50人

若葉児童館	 ☎（536）1400
●エコアート〜牛乳パックで○○を作ろ
う＝11月11日㈬午後2時30分から、小
学生以上
肉まん作り＝11月18日㈬午後3時30
分から、小学生以上、定員12人、有料

●スポーツフェスタ＝11月24日㈫〜26
日㈭午後3時30分から、小学生以上
幸児童館	 ☎（537）0358
●タッチ祭＝11月14日㈯正午から、有料
●出張児童館＝11月25日㈬午後3時30

分から幸五公園（幸町5−74−1）で
上砂児童館	 ☎（535）1557
●ドッジボールをしよう＝11月2日㈪午

後3時から、小学生
スウィートポテトをつくろう＝11月18
日㈬午後3時30分から、小学3年〜中
学生、定員15人、有料
お話会・工作教室＝11月25日㈬午後
3時から、お話会は定員なし、工作教室
は定員30人
西砂児童館	 ☎（531）0433
●工作の日＝11月4日㈬午後3時から、

定員10人
フリースペース＝11月7日㈯午前10時
から、小・中学生、定員10人、有料
なんちゃってBBQ＝11月15日㈰午後
2時30分から、定員20人、有料

子育てひろばを各館で実施しています。 くわしくは各館にお問い合わせください。

3時
津軽三味線民謡教室　 時 11月2

日・9日・30日の月曜日、午後5時〜
10時 定 3人程度〔申込順。前日まで
に〕
思いたったら終活講座　時11月7

日・21日の土曜日、午後2時〜4時費
300円（資料代）定20人（申込順）
日曜プラモデル教室　 時 11月22

日㈰午前9時30分〜午後3時30分定
10人〔申込順。前日までに〕
日曜絵画教室　時11月29日㈰午

後1時30分〜3時定10人〔申込順。前
日までに〕

たまがわ・みらいパークの催し

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 11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〕
●ミニトマの木「子育てひろば」　対
乳幼児と親 時 11月の毎週金曜日、8
日・22日の日曜日、午前11時〜午後

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

問たまがわ・みらいパーク企画運営委員会☎Fax（848）4657

たまがわ・みらいパークまつり
陶芸教室、演奏会、野菜の販売、
機織り体験、よみしばいのほか、
模擬店（焼きそば、フランクフル
ト、とん汁など）も。直接会場へ
時 11月15日㈰午前10時〜午
後3時場たまがわ・みらいパーク

（旧多摩川小）


