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特別展「レオナルド・ダ・ヴィンチ
天才の挑戦」関連文化講演会

特別展は江
戸東京博物
館で平成28
年1月16日㈯
〜4月10日㈰
に開 催され
ます。「万能
人」としての
多くの 研 究
成果を絵画
に 表 そうと
した天 才 の
挑 戦 を 、日
本初公開の

「糸巻きの聖母」や直筆ノート「鳥の
飛翔に関する手稿」を中心に紹介す
る本展の見どころを聞きます。NHK
と共催。来場者には無料招待券を1
人1枚差し上げます時平成28年1月
8日㈮午後7時〜8時40分場女性総
合センター師大東文化大学教授・田
辺清さん定 180人（抽選）申 12月9
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。電子申請も可（市
ホームページから「電子申請」で検索。
スマートフォンは下2次元コードから
アクセス可）※定員に満
たない場合は12月15日
㈫から電話で受け付け
ます。

第2回ヒューマンライブラリー
@立川〜生きた本との対話

障害や依存症など、社会的に少数派
の方を「生きている本」に例え、読者に
貸し出します。普段触れ合うことので
きない当事者やその家族、あるいは支
援者から直接話を聞くことで、新たな
視点を得る機会となり、互いの多様
性を認め合います。偏見や差別を受
けやすい方々が、「生きづらさを抱え
ることなく暮らせるまち立川」になる
ことを目指します。直接会場へ〔当日
運営のボランティアも同時募集。くわ
しくはお問い合わせください〕時12月
19日㈯午後1時〜5時場総合福祉セ
ンター問市民活動センターたちかわ☎

（529）8323Fax（529）8714

たちかわ・サイクリング・スクール
「じてんしゃの学校レッスン3」

レベルごとの小グループで指導を受
けます時12月12日㈯午前10時〜午
後1時場たちかわ創造舎（旧多摩川
小）費3,000円（参加費）定20人（申
込順）申12月11日㈮までに、たちか
わ創造舎☎（595）6347へ。たちか
わ創造舎のホームページHPhttp://
tachikawa-sozosha.jp/からも申込
可

催し 財団どこでもステージ
いずれも直接会場へ問立川市地域文
化振興財団☎（526）1312
●こぶし教養講座　▷第1部=いきい
きたちかわ出前講座「守っていますか
自転車のルール〜自転車の事故をな
くそう」▷第2部=若手漫才師・かがわ
の水割さんによるフリップ漫談時12
月12日㈯午後1時30分開演（午後1
時開場）場こぶし会館定250人（先着
順）
●五月会クリスマスコンサート　西
多摩社中の皆さんによる演奏。「ジン
グルベル」「きよしこの夜」など時12月
13日㈰午後1時30分開演（午後1時
開場）場西立川児童会館（富士見町1
−23−6）定70人（先着順）
●よんもくクリスマスライブ　出演は
千葉啓介さん（ピアノ）、ハニー・キャ
ンディー・トラッパーズ（キャンディー
ズのカバーバンド）時12月24日㈭午
後6時〜9時場JRAウインズ立川B館1
階（錦町1−3−18）

八ヶ岳山荘バスツアー
関東最大級のさがみ湖イルミリオン、
ビール・アイスクリーム工場とリニア
見学センター対市内在住・在勤・在学
の方と家族時・場12月17日㈭〜18日
㈮（1泊2日）▷1日目=ファーレ立川集
合（午前9時）〜ビール工場〜リニア
見学センター〜八ヶ岳山荘着▷2日
目=山荘〜アイスクリーム工場〜ワイ
ン工場〜甲府市内（昼食）〜勝沼ハー
ブ庭園〜相模湖イルミリオン〜立川
着（午後7時）費15,000円(65歳以上
の方は14,000円)定48人（申込順）申
11月25日㈬午前9時から八ヶ岳山荘
☎0551（48）2309へ

秋の樹林開放日〜紅葉の中で
お話を楽しむ

幸町に残る貴重な保護樹林地を開
放します。紅葉が美しい保護樹林の
散策をお楽しみください。また、樹林
内の広場で朗読会を行います。朗読
は「リトルツリー」「桜の丘のウバ桜」
ほかを予定。小雨決行。直接会場へ
時12月6日㈰午前10時〜正午場保
護樹林地（幸町5−96−7）問グリー
ンサンクチュアリ悠・渡邊さん☎090

（4206）0177、市公園緑地課・内線
2260

保育士就職支援研修と就職相
談会

都と市の共催で、就職支援研修と立
川市周辺の民間保育所の就職相談会
を行います対保育士資格をお持ちの
方、同資格取得見込みの方時12月14
日㈪▶就職支援研修=午前10時〜午
後2時30分▶就職相談会=午後2時
30分〜4時場立川グランドホテル（曙
町2−14−16）定100人程度（申込順）
申都保育人材・保育所支援センター
☎03（5211）2860問市保育課保育・
幼稚園支援係・内線1321

子ども・若者自立支援フォーラ
ム2015 in たちかわ

テーマは「この地
ま

域
ち

で一緒に生きてい
く」。講演とパネルディスカッションを
通して、「ひきこもり」につながってし
まいそうな子ども・若者、その家族に
対して私たちができることと今後の
地域のあり方について考えます。パネ
ルディスカッションでは、自治会役員、
民生・児童委員、ケアマネジャーなど
地域の身近な支援者が、ひきこもりの
子ども・若者のいる家庭への早期対
応や予防に向け実践した具体的事例
などを発表します。直接会場へ時12
月13日㈰午後2時〜4時場女性総合
センター師立教大学教授・森本佳樹
さん定100人(先着順)問子ども育成
課青少年係・内線1305

多摩の学生まちづくりコンペ
ティション2015本選

『多摩地域の「元気」につなげるまち
づくりの提案』をテーマに、大学生が
企画や提案を発表します。くわしいプ
ログラムや申込方法などは学術・文
化・産業ネットワーク多摩ホームペー
ジHPhttp://nw-tama.jp/をご覧く
ださい時12月12日㈯午後1時〜4時
30分場たましんRISURUホール問学
術・文化・産業ネットワーク多摩事務
所☎（591）8540、市企画政策課・内
線2688

アート・マーケット
市内および多摩地域を活動拠点とし
ているアーティストの作品を展示・
販売します。直接会場へ時 12月20
日㈰午後1時〜4時30分場たましん
RISURUホール1階問立川市地域文
化振興財団☎（526）1312

高松町商店街・高松トコちゃん市
お買い物ラリー抽選会、ゲームなど。
12月1日㈫〜12日㈯に加盟店でのお
買い上げ500円ごとにスタンプ1つ押
印、4つ集めると1回抽選できます。高
松町商店街振興組合が主催▶抽選会
=時12月13日㈰午前10時〜10時30
分場大東京信用組合立川支店前（駐
車場）問アライ写真館☎（522）3507、
市産業観光課商工振興係・内線2644

立川ワークチャンスフェア2015
市は、ハローワーク立川、昭島市、立
川商工会議所、都立多摩職業能力開
発センターとの共催で、就職面接会
を開催します。立川市、昭島市の企業
25社程度が参加予定。履歴書(写真
貼付・複数枚)とハローワーク紹介状

（ない場合でも参加できます）を持っ
て、直接会場へ。求人内容などくわし
くはハローワーク立川の窓口やホー
ムページでお知らせします時12月8
日㈫午後1時30分〜4時(受け付けは
午後1時〜3時30分)場立川地方合同
庁舎3階会議室（緑町4−2）問ハロー
ワーク立川☎(525)8615、市産業観
光課商工振興係・内線2645

平和人権16ミリ映画会
「もうひとつのヒロシマ・アリランの
うた」の上映後、被爆者のお話と映
画解説を聞きます時12月8日㈫午後
2時〜4時15分場柴崎学習館師東友
会・山田玲子さんほか定30人（申込
順）申柴崎学習館☎（524）2773へ

シリーズ発達障がい「きょうだ
いの立場を考える」

障がい児のきょうだい支援について
話を聞きます時12月17日㈭午前10
時〜正午場柴崎学習館師明星大学教
授・吉川かおりさん定30人（申込順）
保若干名（1歳〜学齢前)申11月25日
㈬から柴崎学習館☎（524）2773へ

冬野菜の直売会
ハクサイ、ホウレンソウ、サトイモ、ネ
ギ、ダイコンなど、立川産の新鮮な冬
野菜を格安で販売します。直接会場
へ時12月11日㈮・21日㈪、午前11時
から販売、売り切れ次第終了場市役
所1階多目的プラザ問産業観光課農
業振興係・内線2650

イルミネーション in 子ども未
来センター

子ども未来センター芝生広場でイル
ミネーションを実施中。昼間は子ども
たちでにぎわう広場に幻想的な風景
が広がります（日没から午後10時。平
成28年2月末ごろまで）問子ども未来
センター☎（529）8682

日曜プラモデル教室　対小学生以
上 時 12月20日㈰午前9時30分〜午
後3時30分 定 10人〔申込順。前日ま
でに〕
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 12月2日〜
23日の水曜日、午前10時〜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
乳幼児と保護者時12月4日〜18日の
金曜日、12月13日㈰午前11時〜午
後3時
陶芸教室・環境アート作品づくり　

時毎週土曜日、午後1時〜4時費子ど
も500円、大人1,000円（1回ごと。材
料代）定各20人〔申込順。前日までに〕

たまがわ・みらいパークの催し

バイオ陶芸の会　時12月3日〜24
日の木曜日、午後1時〜4時 定 各5人

〔申込順。前日までに〕
かんたんカレンダー作り教室　時

12月6日㈰午前10時〜午後1時 費
500円（材料代）定15人〔申込順。11
月30日㈪までに〕
磁石のおもしろい性質をさぐる　

対 小学4年生〜中学生 時 12月13日
㈰午前9時〜正午費200円（参加費）
定5人〔申込順。12月4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

レオナルド・ダ・ヴィンチ《糸
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