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平成28年（2016年）3月25日

講座

はじめての盆栽教室
楓と五葉松の若木を使って、1年間の
手入れ方法を学びながら、小さいサイ
ズの盆栽を2鉢仕立てます。企画・運
営は立川盆栽会時5月8日、7月10日、
9月11日、11月13日、平成29年1月15
日、3月12日の日曜日、午後2時〜4時
（全6回）場女性総合センター師立川
盆栽会の皆さん費3,000円（材料代）
定14人（申込順）持手提げ袋（持ち帰
り用）、盆栽用はさみ（貸し出し可）申
3月25日㈮〜4月25日㈪に生涯学習
推進センター☎（528）6872へ

オレオレ詐欺の最新情報
立川市消費者団体連絡会が主催。立
川警察署生活安全課の担当者から、

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）

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
つくって食べよう♪「さつまいもとかぼ
ちゃの茶巾」＝4月19日㈫午後3時30
分から、小学生以上、定員20人、有料

●フットサルをやってみよう!＝4月28日
㈭午後4時から、小学生以上
錦児童館	 ☎（525）6684
●ようこそ1年生歓迎ウィーク＝4月11
日㈪〜15日㈮、小学生以上
●まんぼうプロジェクト＝4月18日㈪か
ら、小学生以上
羽衣児童館	 ☎(526)2336
●みんなピッカピカ☆入学・進級おめで
とう会＝4月13日㈬午後3時から、小学
生以上
Let’sクッキング＝4月23日㈯午後2時
から、小学生以上、定員20人、有料
高松児童館	 ☎（528）2925
●児童館オリエンテーション＝4月1日㈮
〜8日㈮午後3時から、小学生

●グリーンサポート隊＝4月10日㈰午後
2時から、小学生、先着15人

若葉児童館	 ☎（536）1400
●新入生歓迎会＝4月20日㈬午後3時
30分から

●今月の工作＝4月25日㈪〜28日㈭午
後2時から
幸児童館	 ☎（537）0358
●児童館オリエンテーション＝4月8日㈮
〜10日㈰午後3時から

●ふれあい動物園＝4月23日㈯午前10
時から
上砂児童館	 ☎（535）1557
●みんななかよくなろう＝4月1日㈮午後
2時から

●児童館においでよ。宝探しゲーム＝4
月6日㈬午後3時30分から
●あつまれ小学1年生＝4月20日㈬午後
3時30分から、小学1年生
西砂児童館	 ☎（531）0433
●児童館探検ラリー＝4月6日㈬〜15日
㈮午後3時30分から、小・中学生
フリースペース＝4月9日㈯午前10時
から、小・中学生、定員10人、有料

最近の詐欺の手口と、被害に遭わな
いためのポイントを学びます時4月13
日㈬午前11時〜正午場女性総合セン
ター定30人（申込順）保5人程度（1歳
〜学齢前）申3月25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

市民リーダー☆みんなの講座
企画・運営は生涯学習市民リーダー
の会、講師は生涯学習市民リーダー
申3月25日㈮から生涯学習推進セン
ター☎（528）6872へ
●子育てママのためのマネーセミ
ナー　お金について、考え方や扱い
方を学びます対子育て中の女性の方
時5月11日㈬午前10時〜正午場女性
総合センター師ファイナンシャルプラ
ンナー・山本季和さん費300円（受講
料）定20人（申込順）
●「良かった」と思える「おつきあい」
をしよう　自分を知り、相手を知って、
おつきあいで気を付けることを学び
ます時5月12日㈭午前10時〜正午場
高松学習館師心理カウンセラー・井

川芳朶さん費300円（受講料）定20人
（申込順）持筆記用具
●和紙ちぎり絵「季節の花を短冊
に！」　台紙に和紙を指先でちぎり、
作品にして楽しみます時5月17日㈫
午後1時30分〜4時場柴崎学習館師
浦野鈴佳さん費800円（受講料、材料
代）定20人（申込順）持手拭きタオル
●フラワーアレンジメントに挑戦　ブ
リキの花器に、プリザーブドフラワー
のユメアジサイ、リンゴやベリーの
ピックを使ってアレンジします時5月
25日㈬午後2時〜4時場高松学習館
師菅原みどりさん費1,300円（受講料、
材料代）定10人（申込順）持ワイヤー
が切れるはさみ等、ピンセット、作品
を持ち帰る袋、手拭き
●絵本の魅力〜おはなし会を通して
　おはなし会の体験から大人にも絵
本のよさを伝えます時5月28日㈯午
後2時〜4時場女性総合センター師梅
田亜希子さん費300円（受講料）定10
人（申込順）持筆記用具

とびだすカードをつくろう！
財団キッズワークショップvol.53。第
23回たちかわアートギャラリー展
特別企画。画用紙にクレヨンや絵の
具を使ってとびだすカードを作りま
す対小学生（小学3年生以下は保護
者同伴）時4月30日㈯午前10時30
分〜正午場たましんRISURUホー
ル師画家・吉野友佳子さん費500円
（材料代）定15人（抽選）申4月15
日㈮までに立川市地域文化振興財
団のホームページHPhttp://www.
tachikawa-chiikibunka.or.jp/
b10-20160430/からメールフォーム
で同財団☎（526）1312へ

とんからりん はたおり初級 
歴史民俗資料館にある機織り機を
使って、テーブルクロスやストールを
作ります。また、8月28日㈰午前10時
〜午後4時に開催するはたおりまつり

に参加します対過去に同講座に参加
したことがない方時4月26日、5月24
日、6月28日、7月26日、8月23日、9月
27日の火曜日、午後1時30分〜3時
30分（全6回）場歴史民俗資料館師と
んからりん機織りクラブの皆さん費
1,000円（材料代）定20人（抽選）持木
綿布、毛糸針、かぎ針申4月8日㈮〔必
着〕までに、往復はがきに「はたおり初
級」、住所、氏名、年齢、電話番号、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

知っていますか 「広報たちか
わ」以外の講座の探し方

●講座情報誌「き
らり・たちかわ」春
号を発行しました
　たちかわ市民交
流大学では、講座
情報をまとめた季
刊誌（3月、6月、9
月、12月）を地域学習館、市役所、図
書館などで配布しています。目が不
自由でご希望の方には、録音したCD
を無料でお送りしています問生涯
学習推進センター市民交流大学係☎
（528）6872

円定20人（申込順）申同連盟指導部・米
よね

持
もち

さん☎（531）5036 e yonemochi-
10423@nifty.com
●「法の日」無料相談　東京土地家屋調
査士会立川支部が主催。土地・建物の
調査、測量、境界問題および不動産の表
示に関する登記の相談ができます。直
接会場へ時4月12日㈫午後1時〜4時
場市役所1階多目的プラザ問木原さん☎
（521）7829

会員募集

●フラダンスサークルK
カ
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プ

ua
ア

　フラダ
ンスで楽しく体を動かしてみませんか。
有酸素運動なので健康にも美容にも良
いです。体験無料（要予約）時▷月３回
の金曜日（未経験者）＝午前9時〜10時
▷月４回の金曜日（経験者）＝午前10時
30分〜正午場たましんRISURUホール
ほか月2,000円（別途会場費）申高山さ
ん☎080（2176）0423
●むさしのコーラス（女声）　唱歌、叙情
歌などを、女声二部合唱で一緒に歌っ

てみませんか対女性の方時毎月第2・
第4金曜日、午前10時〜11時40分場若
葉会館月1,800円申山岸さん☎（535）
6700
●錦黎明太極会　心と体の健康をつく
る太極拳サークル。初めての方にもき
ちんと指導します時毎月第1・第3月曜
日、午前9時40分〜11時40分、第4木曜
日に自主トレ場錦学習館入1,000円月
1,500円申宮﨑さん☎（523）0043
●高松囲碁サークル　講師の指導と対
局で脳のトレーニングを楽しみます。
椅子席です。女性の方もどうぞ対初級
者〜初段程度の方時毎週木曜日、午前
9時〜正午場高松学習館入1,000円月
1,500円定若干名（申込順）申倉

くら

部
べ

さん
☎（520）1975
●親子リトミックサークルさくらんぼ　
ピアノに合わせて音楽を感じるリズム
遊びを行います対1歳6か月以上の子ど
もと保護者時月2回の月曜日▷午前10
時〜10時40分▷午前11時〜11時40分
場若葉会館月1,500円定各15組申柏
葉さん☎（535）6654
●みんなの展示場「水彩スケッチ（中

級）同好会」　色の混ぜ方などを学び、
おもに戸外で、F4以上で描きます時毎
月第2日曜日、午前10時〜午後2時30分
（1日で2回分）場みんなの展示場（柴
崎町2−21−17）月3,000円申中村さん☎
（524）4702
●錦文化会錦ダンスサークル　30年余
りの歴史ある会です。教師資格フェロー
を持つ先生から、初めての方も経験者
も丁寧な指導を受けることができます。
見学可時毎週木曜日、午後7時〜9時
場錦学習館入1,000円月2,500円定20
人（申込順）申平沢さん☎090（1424）
9349
●フリージア　季節の花やプリザーブ
ドフラワーのアレンジメントを分かり
やすいテキストとアドバイスで楽しみ
ます。初めての方歓迎時毎週金曜日▷
午前10時30分〜正午▷午後1時30分
〜3時場さかえ会館ほか費1回500円
（ほかに花代、材料代3,700円〜3,900
円）定10人（申込順）申横山さん☎080
（5053）9270
●立川市幸町剣道部　剣道を指導しま
す対小学生〜大人時▷毎週土曜日、午

後2時〜5時▷毎週日曜日、午後1時〜5
時場八小体育館入1,500円月2,000円
申中村さん☎（536）4099
●中高年から始めるらくらくピアノ　
初めてピアノを習う方にも分かるように
工夫した楽譜を用い、普段はキーボー
ドで練習します。見学可対40歳以上の
方（40歳未満の方は要相談）時毎月第
1・第3水曜日、午前10時〜11時30分
場砂川学習館入500円月3,500円定15
人（申込順）申神

こう

津
づ

さん☎080（1246）
5837
●あひるの会　主にハイキングと軽登
山をします。山登りの好きな方、大歓迎
対中高年の方時月2回の日曜日費年会
費2,000円（ほかに団体保険料1,850
円）申吉

よし

野
の

さん☎（535）4514
●立川市ターゲットバードゴルフ協会
　女性も多数参加し、健康・楽しみ・仲
間づくりを目的に活動しています対20
歳以上の方時毎週火曜・木曜日、午前9
時〜午後1時場多摩川緑地野球場、砂
川中央地区東野球場費年会費4,000
円定80人（申込順）申黒

くろ

目
め

さん☎・Fax

（526）1860

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●4月9日〜12日（川崎記念を場外発
売）

▶時間=午前8時30分〜午後5時
▶場所=市役所1階
取扱業務は、転出入、国保、市税の
手続きなど。くわしくは市ホーム
ページをご覧ください
（右2次元コードから
アクセス可）。

3/27㈰、4/3㈰
臨時休日窓口を開設


