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催し

公共建築パネル展
11月11日の「公共建築の日」にちな
み、立川や周辺にある公共建築の紹
介を通して、環境配慮や人に優しい
建物づくり、各建物での仕事について
紹介します。直接会場へ時11月7日㈯
〜13日㈮、午前8時30分〜午後5時
15分（13日は午後1時まで）場市役所
1階多目的プラザ問国土交通省関東
地方整備局甲武営繕事務所☎（529）
0011、市施設課・内線2438

特別展「始皇帝と大兵馬俑」関
連文化講演会

特別展「始皇帝と大兵馬俑」は東京国
立博物館・平成館（上野公園）で10月
27日㈫〜平成28年2月21日㈰に開
催されます。バリエーション豊かな兵
馬俑と始皇帝にまつわる貴重な文物
を一堂に紹介する本展の見どころを
聞き、始皇帝が空前の規模で築き上
げた「永遠の世界」の実像に迫ります。
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12月4日㈮
午後7時〜8時40分場女性総合セン
ター師東京国立博物館学芸研究部
考古室研究員・井出浩正さん定180
人（抽選）申11月4日㈬〔必着〕まで
に、往復はがきに住所、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
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

東京文化会館ミュージック・
ワークショップ in 立川

財団キッズワークショップvol.50。海
外で最先端の教育普及活動を行っ
ているポルトガルの音楽施設と東
京文化会館が連携して実施するプ
ログラムが 立 川に初 登 場 。ジャン
ルを超えた音楽の楽しさを体験し
ながら、協 調 性や創 造 性を育みま
す。くわしくは立川市地域文化振興
財団ホームページHPhttp://www.
tachikawa-chiikibunka.or.jp/
b10-20151128_29kwf/をご覧くだ
さい対6か月〜大人の方（プログラム
によって異なります）時11月28日㈯・
29日㈰、午前10時30分〜午後3時ご
ろ（各1時間程度、プログラムによって
異なります）場たましんRISURUホー
ル 師 東京文化会館ワークショップ
リーダー費300円（受講料）定各回15

人〜30人程度（抽選）申11月19日㈭
までに同財団ホームページからメー
ルフォームで同財団☎（526）1312へ

戦後70周年記念講演「日本国
最後の帰還兵 深谷義治とその
家族」

中国戦線でスパイとして働き、戦後も
13年間上海に潜伏、逮捕され獄中20
年を耐え抜いた憲兵曹長・深谷義治
さんの家族の目を通し、戦争の悲惨
さと一家の苦難の歴史などを聞きま
す対小学生以上の方時11月29日㈰
午後2時〜4時場柴崎学習館師『日本
国最後の帰還兵』著者・深谷敏雄さ
ん、著者長女・深
谷富美子さん、編
集者・長谷川順さ
ん定100人（申込
順）申10月27日
㈫から柴崎学習
館☎（524）2773
へ

中国帰国者とその支援に関す
るパネル展

中国帰国者とその支援についてのパ
ネルを展示します。直接会場へ時11
月21日㈯〜29日㈰、午前9時〜午後9
時〔11月23日（月・祝）は休館〕場柴崎学
習館問柴崎学習館☎（524）2773

平和人権16ミリ映画会
直接会場へ時11月14日㈯▷「戦場の
女たち」=午後1時〜2時▷「教えられ
なかった戦争 侵略・マレー半島」=午
後2時20分〜4時5分場柴崎学習館
定各100人（先着順）問柴崎学習館☎

（524）2773

「パートタイマー働くとき・雇う
とき」知っておきたい基礎知識
〜セミナーand相談会

いずれも下記のセミナー終了後に
相談会（希望者のみ）を開催します
時▶事業主のパート労働基礎知識
=11月19日㈭午後1時30分〜3時
30分▶労働者のパート労働基礎知
識=11月26日㈭午後1時30分〜3時
30分場国分寺労政会館（国分寺市
南町3−22−10）師社会保険労務士・
田島ひとみさん定各60人（申込順）
申 都労働相談情報センター国分寺
事務所☎042（323）8511へ。または、
TOKYOはたらくネットのホームペー
ジHPhttp://www.hataraku.metro.
tokyo.jp/の応募フォームで

市役所屋上花咲かプロジェクト
チューリップ編

市役所屋上にチューリップ畑をデザ
インして、球根を植えます。「夢たち応
援団」と市の共催対小学1年生程度以
上の子ども（小学4年生未満は保護者
同伴）時11月29日㈰午前10時〜正
午場市役所208会議室集合費300円

（材料代）定20人程度（申込順）持お
にぎり、水筒、タオル、長ぐつ申子育て
推進課子育て推進係・内線1340へ

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 11月
15日㈰・25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

フラワーフェスティバル&おも
しろフリーマーケット

富士見商店街の道路を利用して、フ
リーマーケットを開催。抽選会やライ
ブ、輪投げ、綿菓子販売なども実施。
直接会場へ。フリーマーケット出店者
も募集中時11月1日㈰午前10時〜午
後2時場富士見商店街問富士見商店
街振興組合☎（522）9456、市産業観
光課商工振興係・内線2644

立川まんがぱーく大市
大道芸などのステージショー、大好評
のキッチンカー、とれたて立川産野菜
の販売など、お楽しみが盛りだくさん。
直接会場へ。フリーマーケットの出店
申し込みも随時受け付けています。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
ください時11月1日㈰午前9時〜午後
3時（小雨決行）場子ども未来センター
問子ども未来センター☎（529）8682

たちかわフリーマーケット村
リサイクル意識の向上とごみ減量の
推進を目指し、立川市消費者団体連
絡会と共催で開催します。当日は地元

野菜の販売もあります。マイバッグを
持って直接会場へ。駐車場、駐輪場は
ありません。※出店者の募集は終了し
ました時11月14日㈯午前10時〜午
後2時〔雨天中止〕場モノレール立川
北駅下サンサンロード問生活安全課
消費生活センター係☎（528）6801

たちかわまちの案内人オリジナ
ル観光まち歩き

●西砂めぐり〜歩いて、食べて、東京
多摩だるまを見て!　拝島駅集合〜
横田誘導灯〜神明社〜阿豆佐味天
神社・林泉寺〜もぐら街道・市内パ
ン屋〜玉林寺〜市内ステーキ専門店

（昼食）〜東京多摩ダルマ見学〜西
武拝島線西武立川駅解散（約4km）
時11月27日㈮午前9時45分〜午後2
時（予定）費1,300円（保険料、昼食代
ほか）定25人（申込順）申立川観光協
会☎（527）2700へ

兵馬俑（右から）跪射俑／軍吏俑／将軍俑／歩兵
俑／立射俑
秦時代・前３世紀　秦始皇帝陵博物院蔵
©陝西省文物局・陝西省文物交流中心・秦始皇帝
陵博物院

子ども未来センターのコミュニティプログラム
0188 e hello.bokumana@gmail.
comへ
●わらべうたあそび+ランチ会　親
子でわらべうたあそびを楽しんだ後
は、ランチを食べながらおしゃべりし
ましょう時11月26日㈭午前11時30
分〜正午 師わらべうた倶楽部・坂野
知恵さん費1,000円（参加費）定10組

（申込順）持 昼食（ランチ会に参加の
方）申 電話、または氏名、年齢、連絡
先、参加人数を書いてEメールで立川
子ども劇場・脇山さん☎070（5574）
7760 e npo-tkg@jg8.so-net .
ne.jpへ
●生花を使ったクリスマスリース作
り　アレンジを変えれば正月飾りに
もできます。終了後はティータイムで
楽しくおしゃべり時11月29日㈰午後
2時30分〜5時30分 師 草月流師範・
吉田恵里子さん費1,300円（材料代）
定15人（申込順）持花ばさみ、持ち帰
り用の袋 申 電話、または氏名、連絡
先、参加人数を書いてEメールでほっ
と♡ハート・松井さん☎070（6668）
2327 e my-peko@wm.pdx.ne.jp
へ

　子ども未来センターでは登録団体
がホスト役となり、多種多様なコミュ
ニティプログラムを展開しています。
場子ども未来センター
●多摩川から母なる海へ〜多摩川と
海の環境を家族で考える　私たちの
生活と川や海とのつながりを考えま
す。人の活動と海の汚れの関係につ
いて、ワークショップを通して学びま
す。11月9日㈪〜14日㈯は展示も行
います対小学生以上の子どもと保護
者（大人のみも可）時11月15日㈰午
後1時30分〜4時30分定20組（申込
順）持筆記用具申氏名、連絡先、参加
人数を書いてEメールでNRDAアジ
ア・三好さん e event@mbr.nifty.
com☎03(3682)0160へ
●ダンス入門教室〜ぼくらの学び舎
【体育】　ベリーダンスとアニメー
ションダンスをミクスチャーしなが
ら練習します時11月23日（月・祝）午前
10時〜11時30分 師プロダンサー・
Aihaさん費500円（参加費）定15人

（申込順）持 動きやすい服装、飲み物
申電話、または氏名、連絡先、参加人
数を書いてEメールでDesign Lab. 
t .s .d .c .・佐藤さん☎080（3733）

「広報たちかわ」の最終面で月に
1回「ここが大好き立川」と題して、
市内で撮影した「人、物、場所」を
紹介します。ぜひ、あなたの知っ
ている大好きな立川を教えてく
ださい。募集要項は広報課（市役
所2階42番窓口）で配布してい
ます（市ホームページからダウン
ロードも可）。
問広報課広報広聴係・内線2744

作品随時募集

あなたの撮った
写真・記事を広報に


