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平成28年（2016年）3月25日

街歩き「ロバハウスと空想音楽
博物館に行ってみよう!」

ロバの音楽
座のあるロ
バハウス（幸
町6丁目）を
訪ね、コンサ
ート会 場や
空想音楽博物館を見学するほか、立
川に残る田園風景をたちかわまちの
案内人の皆さんと歩きます。お昼は学
習館で立川産野菜の天ぷらうどんを
いただきます（協力：男性のための料
理教室の皆さん）時4月22日㈮午前9
時〜午後1時45分場幸学習館集合・
解散師ロバの音楽座主宰・松本雅隆
さん、須﨑農園・須﨑雅義さん費400
円（材料代）定20人（申込順）申3月25
日㈮から幸学習館☎（534）3076へ

春の樹林開放日〜緑のなかで
落語を聞きませんか

幸町に残る貴重な保護樹林地を開放
します。新緑あふれる樹林の散策をお
楽しみください。当日は、立川落語会
のメンバーによる落語イベントを開催
します。直接会場へ時4月3日㈰午前
10時〜正午〔小雨決行〕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

催し

日・22日の金曜日、10日・24日の日
曜日、午前11時〜午後3時
はたおりクラブとんからりん　

時 4月1日㈮午前10時〜午後3時 入
1,000円費1,000円（参加費）定10人

〔申込順。前日までに〕
ふれあいサークル「軽体操・脳トレ

ゲーム」　対高齢者の方時4月9日㈯
午後1時30分〜3時30分 定 20人 費
50円（お菓子代）〔申込順。前日まで
に〕
●ミエ子さんと歌おう!　 時 4月11
日・25日の月曜日、午前10時30分〜
正午費300円（参加費）
●おはなし会　対乳幼児と保護者時
4月24日㈰午後1時〜2時
日曜絵画教室　時4月24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 4月の毎週
水曜日、午前9時30分〜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〕
よさこいソーラン鳴子踊りの講習

　対70歳くらいまでの方（小学生以
下は保護者同伴）時4月9日・23日の
土曜日、午後7時〜8時30分費1,000
円（イベント出演時のみ衣装代）〔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 4月1日・8日・15

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

春うらら国立・立川さくらウォー
キング

立川観光協会と国立市観光まちづく
り協会合同のまち歩きです。立川発と
国立発の2コース（各約9km）。直接集
合場所へ時4月3日㈰午前10時〜午後
3時場▷①立川発コース=立川公園集
合（多摩モノレール柴崎体育館駅から
徒歩2分）〜根川緑道〜貝殻坂橋〜青
柳稲荷神社〜ママ下湧水〜郷土館〜
矢川駅前さくら並木〜大学通り〜一
橋大学正門▷②国立発コース=一橋大
学正門集合〜大学通り〜郷土館〜マ
マ下湧水〜青柳稲荷神社〜貝殻坂橋
〜根川緑道〜立川市・大町市観光情
報プラザ持昼食、飲み物問立川観光協
会☎（527）2700

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、楽しい企画やお店が盛
りだくさん。広場で遊び疲れたら「立
川まんがぱーく」でひと休み。家族み
んなで楽しく充実した一日を過ごす
ことができます。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
来センターのホームページHPhttp://
t-mirai.com/をご覧ください時4月
3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

八ヶ岳山荘バスツアー
長野・山梨の桜と真田丸にちなんでの
バスツアーです対市内在住・在勤・在
学の方と家族時4月11日㈪午前8時
30分〜12日㈫午後7時〔1泊2日〕場▷
1日目=ファーレ立川集合〜河口湖桜
まつり〜和菓子店〜ほうとう不動〜
わに塚の桜〜実相寺（山高神代桜）〜
八ヶ岳山荘着▷2日目=佐久平プラザ
21〜ワイナリー〜東部湯の丸SA〜
上田城跡公園（大河ドラマ館と千本
桜）〜立川着費大人15,000円(65歳
以上の方は14,000円)定48人（申込
順）申3月25日㈮午前9時から八ヶ岳
山荘☎0551（48）2309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4月10
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

ミニ展示「端午の節句展」
端午の節句の季節にちなみ、市民の
方から寄贈された五月人形などを公
開展示します。直接会場へ時4月12
日㈫〜5月8日㈰、午前9時〜午後4
時30分（月曜日を除く）場▷甲冑や
兜、のぼり立てなどの五月飾りのほ
か、昭和初期の武者人形など約50点
=歴史民俗資料館▷五月人形やのぼ
り、弓太刀飾りなど約30点=川越道
緑地古民家園問歴史民俗資料館☎
(525)0860

資源とごみの分別・減量・出し
方パネル展

立川市ごみ減量・リサイクル推進委員
会の主催で、資源とごみの分別方法
に関してパネルで分かりやすく説明
します。生ごみ処理機器の展示を行う
とともに、生ごみ減量へのさまざまな
取り組みを紹介しながら周知・啓発を
行います。直接会場へ時4月4日㈪〜
8日㈮、午前9時〜午後4時場市役所
1階多目的プラザ問ごみ対策課・内線
6748

日㈬午後7時〜9時場三中体育館定5人
（申込順）持ダンスシューズ 申 武藤さ
ん☎090（6316）8543
●不動産鑑定士による「不動産の無料
相談会」　東京都不動産鑑定士協会と
日本不動産鑑定士協会連合会が主催。
不動産鑑定士に不動産に関する相談
ができます。直接会場へ時4月2日㈯午
前10時〜午後4時場女性総合センター
5階第3学習室問同協会・狭

はざ

間
ま

さん☎03
（5472）1120
●ダンスパーティー　ダンスサークル・
スターダストが主催。ミキシング、抽選
会あり。A級講師も一緒に踊ります。直
接会場へ対初級〜初中級の方時3月27
日㈰午後1時30分〜4時場柴崎学習館
ホール費1,000円定60人（先着順）問陸

りく

川
かわ

さん☎090（2473）4078
●2016陸上競技教室　立川市陸上競
技協会が主催。陸上競技の基本が学べ
ます。体力づくりにも。くわしくは立川市
陸上競技協会ホームページをご覧くだ
さい。直接会場へ対 小学4年生〜中学
生時4月10日〜10月16日の毎週日曜
日、午前10時〜正午場立川公園陸上競

校吹奏楽部☎（575）0126
●歌とバレエの共演「ロシアの夕べ」コ
ンサート　NPO法人立川日露文化交
流協会が主催。「ともしび」「カチュー
シャ」などのロシア民謡とロシア正教聖
歌を折田真樹さんとオーソドックス合
唱団とバレエでお楽しみください対3歳
以上の方時4月17日㈰午後2時開演場
柴崎学習館費500円定200人（申込順）
申仙場さん☎（540）7686
●あれから71年・立川空襲を語り歌い
継ぐ集い　コーラス鳩のうたが主催。
71年前の立川空襲関係のお話とコー
ラス鳩のうたの合唱公演。「山中坂エレ
ジー」ほか4曲。直接会場へ対小学生以
上の市民の方時4月3日㈰午後2時から
場高松学習館費500円（資料代）定70
人（先着順）問永元さん☎090（9381）
4066
●女性テニス教室（硬式）　立川市テニ
ス連盟が主催 対 市在住・在勤、または
同連盟に登録している女性の方（初心
者〜中級者）時4月6日〜6月8日の水曜
日、午前9時〜11時（全6回・予備日2日）
場錦町庭球場（オムニコート）費4,000

まちのお知らせ

●名人三遊亭鳳楽の本格的古典落語　
東京都弘済会が主催。圓

えん

生
しょう

を受け継ぐ
人情噺の第一人者の落語会に100人を
無料招待します対 市内在住の60歳以
上の方時5月20日㈮午後2時開演（午後
1時開場）場たましんRISURUホール定
100人（抽選）申4月8日㈮〔必着〕までに
往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番
号、希望人数（2人まで）、車イス席希望
の有無、返信用宛先を書いて東京都弘
済会寄席担当〔〒104−0043中央区湊1
−12−11八重洲第七長岡ビル4階〕☎03

（3551）1101
●ダンス無料体験講習会　ダンス羽衣
サークルが主催。33年の歴史あるサー
クルです。プロが基本から指導します。
未経験者大歓迎対中高年の方時3月30

技場費800円（スポーツ安全保険料）問
飯塚さん☎090（6926）4673
●公開講演会「高齢者の生きがいを知
る」　NPO法人東京多摩いのちの電
話が主催 時 5月14日㈯午後2時〜4時
場 幸学習館 師 群馬医療福祉大学短期
大学教授・廣池利邦さん費1,000円定
30人（申込順）申同法人事務局☎042

（328）4441
●ひとり親のお父さんお母さんBBQを
しましょう　ひとり親の会 立川マザー
ズが主催。親子で仲間づくりをしながら
BBQを楽しみませんか対ひとり親家庭
の親子時4月29日（金・祝）午前10時から
場国営昭和記念公園（無料開放日です）
費1家族1,000円（材料代ほか）定10組

（申込順）申 同会立川マザーズ☎090
（2247）4188〔ショートメールも可〕
●都立国立高校吹奏楽部第39回定期
演奏会　曲目は「ノアの方舟」「シングシ
ングシング」ほか。楽器演奏だけでなく
ミュージカル「メリーポピンズ」など盛り
だくさん。途中入退場可。直接会場へ時
3月29日㈫午後6時開演（午後5時30分
開場）場たましんRISURUホール問同

この欄の情報の連絡・交渉は当事者間で。
市は関与しません。

道路（公道）にごみ・
資源を出さないで！

問ごみ対策課☎（531）5517
問生活安全課生活安全係
☎（528）4376

東京都市町村民 交通災害共済

交通事故にあった
とき、見舞金が支
給されるよ！

ちょこ助

ちょこっと共済受付中


