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立川市民オペラ公演2016「ラ・
ボエーム」プレイベント

3月12日㈯・13日㈰に開催する立川
市民オペラ公演2016「ラ・ボエーム」
をより楽しんでいただくためにプレイ
ベントを開催します。
●レクチャー&ミニコンサート　出演
は大澤一彰さん、岡昭宏さんほか時
2月16日㈫午後7時開演場たましん
RISURUホール師演出家・澤田康子
さん定200人（同ホール1階窓口で整
理券を配布中。郵送不可）
●ゲネプロ招待　舞台上で行う全体
リハーサルを鑑賞します対小学生〜
高校生（小学生は保護者同伴）時3月
11日㈮午後5時30分から場たましん
RISURUホール定200人（抽選）申2
月21日㈰までに立川市地域文化振
興財団ホームページHPhttp://www.
tachikawa-chiikibunka.or.jp/
a21-20160311からメールフォー
ムで同財団☎（526）
1312へ。右2次元コー
ドからもアクセス可

立川市役所ロビーコンサート
立川市民オペラ公演2016「ラ・ボエー
ム」プレコンサート。出演は宮澤尚子
さん、保科瑠衣さん、岡昭宏さん、工
藤翔陽さんほか。「ラ・ボエーム」のア
リアをお楽しみください。直接会場へ
時2月9日㈫午後0時20分〜0時50分
場市役所1階多目的プラザ問立川市
地域文化振興財団☎（526）1312

ミニ展示「桃の節句展」
歴史民俗資料館と古民家園で、市民
から寄贈されたひな飾りを展示しま
す。直接会場へ時2月2日㈫〜3月6日
㈰、午前9時〜午後4時30分（月曜日
を除く）場▷歴史民俗資料館=大正時
代のひな飾りを含む約150点▷川越
道緑地古民家園=大正〜昭和初期の
ひな飾りを含む約120点問歴史民俗
資料館☎(525)0860

図書館☎（525）6177へ
●第３回ビブリオバトル交流戦　お
気に入りの本を持ち寄って、その魅力
を語り合ってみませんか。普段、みん
なはどんな本を読んでいるか、気に
なっている人も、どうぞ対市内在住・
在学の中・高校生時3月28日㈪午前
10時〜正午場中央図書館定10人程度

（申込順）申2月20日㈯までに中央図
書館☎（528）6800へ

ファーレ立川アート修復記念セ
レモニー

多摩モノレール立川北駅周辺に設
置されたパブリックアート・ファー
レ立川アートの2年間にわたる修復
再生事業の完了記念イベント。アー
トディレクター・北川フラムさん、た
ちかわ交流大使・山下洋輔さん、市
長によるトークイベントです時3月5
日㈯午前11時開演場女性総合セン
ター1階ホール定120人（抽選）申2
月5日㈮〔消印有効〕までに、往復はが
きに住所、氏名、電話番号、希望人数

（2人まで。未就学児は入場できませ
ん）、返信用宛先を書いて、立川市地
域文化振興財団「ファーレイベント」係

〔〒190−0022錦町3−3−20〕へ（応
募は1人1枚）問ファーレ立川アート
再生実行委員会事務局（市地域文化
課内）内線4501

オトナリ at たちかわ
偶数月の第1水曜日に開催している
ライブイベントです。今回はピアノと
ボーカルデュオユニット「ツヅリ・ヅ
クリ」が出演します。直接会場へ時2
月3日㈬午後7時〜8時場子ども未来
センター問八崎さん☎080（5249）
8148 e otonarimusic@gmail.com、
市協働推進課協働推進係・内線2627

アート鑑賞ツアー
①東京国立近代美術館&聖徳記念絵
画館鑑賞ツアー　東京国立近代美
術館の所蔵作品展と聖徳記念絵画館

（国の重要文化財）を鑑賞します。近
代美術館は「対話によるガイド」を交
えながら鑑賞します対市内在住・在
勤・在学の小学生以上の方（小学生
は保護者同伴）時3月29日㈫午前8時
〜午後5時ごろ場たましんRISURU
ホール前集合・解散費大人3,500円、
小・中学生2,000円（交通費、昼食代
ほか）定45人（抽選）
②市役所アート&南極・北極科学館
鑑賞ツアー　市役所に設置されてい
る絵画やオブジェなどのアートをボ
ランティアの案内で鑑賞し、陶造形作
家・辻本喜代美さんからアートについ
ての話を聞きます。国立極地研究所
の南極・北極科学館（緑町10−3）も訪
ねます。小学生以下は保護者同伴時3
月19日㈯午後1時30分〜4時ごろ〔荒
天中止〕場市役所集合、南極・北極科
学館解散定20人（抽選）
申①は2月11日（木・祝）までに②は2月
29日㈪までに〔いずれも必着〕、希望
ツアー名（①は「近代美術館希望」、②
は「市役所アート希望」）、応募者全員

（4人以内）の住所・氏名（ふりがな。
代表者に○印）・年齢・電話番号（①で

催し 在勤・在学の方は勤務先名か学校名
も）書いて、はがき、ファクス、Eメール
で立川市地域文化振興財団〔〒190
− 0 0 2 2 錦 町 3 − 3 − 2 0 〕☎（ 5 2 6 ）
1312Fax（525）6581 e bijyutsu@
tachikawa-chiikibunka.or.jpへ

幸学習館25周年記念コンサート
同館のシンボルとなっている「セロ弾
きのゴーシュ」をイメージした銅版彫
刻にちなみ、日本フィルハーモニー交
響楽団チェロ奏者・江原望さんをお
迎えしてコンサートを行います。楽器
の解説やお子さん向け演奏体験コー
ナーもあります時3月26日㈯午後2時
〜3時30分場幸学習館定100人（申
込順）申1月26日㈫から幸学習館☎

（534）3076へ

ビブリオバトル

●ビブリオバトルおすすめの本の書
評合戦　1人5分間でおすすめの本を
紹介し合い、一番読みたい本（チャン
プ本）を全員で選びます対大学生以
上時2月28日㈰午後2時〜4時場柴崎
学習館定発表者（バトラー）5人、観覧
20人（申込順）申1月26日㈫から柴崎

講座

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。
●野鳥観察会
　野鳥について
学んだ後、多摩
川 河 川 敷 で 観
察 会 を 行 い ま
す対市内在住・
在勤・在学の方
時 2月6日㈯午
前 9 時 4 5 分 〜
正 午 場 た ま が
わ・みらいパーク（旧多摩川小）定20

人（申込順）申電話、または「野鳥観察
会」、住所、氏名、電話番号、在勤・在学
の方は勤務先名か学校名を書いて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
●さあ!春休みだ!身近な樹木を学ぼ
う!　世界の四大文明を支えた森。座
学の後は、早春の樹木を見ながら、森
の歴史や役割を学びます対小学3年
生以上の方時3月26日㈯午後2時〜
4時場西砂学習館（集合・解散）と海
道緑地（武蔵村山市伊奈平）師森林イ
ンストラクター・田中真次さん定20人

（申込順）持歩きやすい靴申1月26日
㈫から西砂学習館☎（531）0431へ

ゼロから学べる手話講座
講師の体験を交えつつ、手話につい
て楽しく学びます。これから手話を始
める方にぴったりの講座です対小学

生以上の方時2月21日㈰午後2時か
ら場上砂会館師全日本難聴者中途失
聴者団体連合会・小川光彦さん定15
人（申込順）申1月26日㈫から上砂図
書館☎（535）1531へ

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5」

参加者のレベルに応じて、小グルー
プで指導を受けます時2月13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2月12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HP

http://tachikawa-sozosha.jp/から
も申込可

デジカメ写真の楽しみ方〜テレ
ビで楽しむスライドショー

思い出を共有するために、パソコンに

入れっぱなしの写真をテレビで見られ
るように編集します。企画・運営は、西
砂パソコン倶楽部対パソコンで文字
入力とマウス操作ができる方 時 3月
1日㈫・2日㈬、午前10時〜正午（全2
回）場西砂学習館師生涯学習市民リー
ダー・上田賢一さん費1,000円（テキス
ト代）定13人（申込順）申1月26日㈫か
ら西砂学習館☎（531）0431へ

市民リーダー☆みんなの講座
「楽しい気功教室」

元気で若々しくいられるように、いつ
でもどこでも誰にでもできる気功を
学びます。企画・運営は生涯学習市民
リーダーの会時3月10日㈭午後2時
〜4時場女性総合センター師生涯学
習市民リーダー・新原英子さん費300
円（受講料）定20人（申込順）申1月
25日㈪から生涯学習推進センター☎

（528）6872へ

成人の日、たましんRISURUホールで成人を祝うつどいが開催され、新
成人1,094人の門出が祝福されました。式典、記念アトラクションのほ
か、地下交流会場には、くるりん
とウドラとの写真撮影コーナー
や 懐 かしの 給 食 等 喫 茶コー
ナーがあり、あちらこちらで新
成人が友人との再会を喜ぶ姿
が見られました。

北川フラムさん 山下洋輔さん
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