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凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から受け付け）

平成28年（2016年）4月25日

東日本大震災復興支援チャリ
ティーコンサートvol.11

出演は国立音楽大学卒業生、管打楽
器アンサンブル「こぶしぶらす」の皆
さん。曲目は「365日の紙飛行機」「夜
桜お七」「陽はまた昇る（F・スパー
ク）」ほか。会場で募らせていただく義
援金の一部は、東日本大震災の復興
のために寄付します。直接会場へ時
5月1日㈰午後1時30分〜2時、午後3
時〜3時30分〔雨天中止〕場立川高島
屋1階正面玄関前問立川市地域文化
振興財団☎（526）1312

たちかわまちの案内人オリジナ
ル観光まち歩き「砂川の昔と懐
かしい学校給食」

コースは西武拝島線武蔵砂川駅〜砂
川分水〜流泉寺〜金毘羅山〜阿豆佐
味天神社〜学校給食共同調理場時5
月10日㈫午前9時30分〜午後1時30
分〔雨天決行。荒天中止〕場西武拝島
線武蔵砂川駅集合費450円（保険代、
資料代、給食試食代）定20人（申込
順）申立川観光協会☎（527）2700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5月8日
㈰・24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

催し 史民俗資料館☎(525)0860

たちかわアートギャラリー展
「描く喜び、見る楽しみ」をテーマに
応募作品全てを展示する市民のため
の絵画展です。直接会場へ時5月14
日㈯〜22日㈰、午前10時〜午後5時
〔16日は休館、22日は午後3時まで〕
場たましんRISURUホール展示室問
立川市地域文化振興財団☎（526）
1312

たちかわアートギャラリー展入
賞者記念展

たちかわアートギャラリー展の入賞
作を展示します。直接会場へ時5月30
日㈪〜6月5日㈰、午前9時〜午後5時
〔30日は午後1時から〕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

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、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5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同センター☎
（529）8682

柴崎学習館まつり「第39回すわっ祭」

催し名（実施団体） 日時 定員 講師・費用など
展示で読みとく柴崎の歴史
（柴崎図書館）

５月25日㈬・26日㈭、
午前10時〜午後４時

申パソコンで好みの挿絵
の入った封筒と便箋作成
（パソコン勉強会）

５月24日㈫午前10時
〜正午 12人 費500円（資料代）

申書画の裏打教室（立川表
装友の会）

▷５月28日㈯午前９
時30分〜正午▷６月
４日㈯午前９時30分
〜正午

各10人

両日とも午後１時〜４時に
活動見学可能費作品1点に
つき100円持半紙大程度の
絵や書

申あなたの老いじたくは大
丈夫ですか？パート20「ご
近所パワーで助け合い起こ
し」（多摩ホスピスの会）

５月24日㈫午後２時
〜３時30分 35人

師住民流福祉総合研究所所
長・木原孝久さん費200円
（資料代）

「すわっ祭」ダンスパー
ティー（ルネサンスダンス
サークル、ダンス月曜会）

５月25日㈬午後０時
30分〜４時30分 15人

師立川市ダンススポーツ連
盟・田中潔さん、北川由美
子さん持ダンスシューズまた
は革靴

トリム体操体験教室（立川
トリム神無月）

５月25日㈬午後１時
30分〜３時30分 10人 持バスタオル、飲み物、上

履き

第5回川柳大会（立川川柳
会・天々会）

５月26日㈭午後２時
〜４時

40人

師NHK学園川柳講座講師・
小金沢綏子さん、全日本川
柳協会常務理事・大木俊秀
さん、同協会会長・竹本瓢
太郎さん

公開教室（キルトサークル
みつばちパッチ）

５月27日㈮午前９時
30分〜正午 10人

はるのおはなしかい（おは
なしころりん）

５月28日㈯午前11時
〜 11時45分 20人

申タイム（TIME）が教えて
くれたこと（立川イングリッ
シュチャットルーム）

５月28日㈯午前11時
〜午後０時30分 10人

師ガーナ出身国連大学卒業・
ヤオさん、ナイジェリア大使
館一等書記官・マドビさん

場いずれも柴崎学習館申マークの催し（申込順）は、4月26日㈫から同館☎
（524）2773へ。そのほかは直接会場へ（先着順）▶作品展＝5月25日㈬〜
29日㈰、午前9時〜午後5時▶演芸会＝5月28日㈯午前11時〜午後2時30
分▶音楽会＝5月29日㈰午前10時〜午後4時

教室名（共催） 日時 定員 備考
申家族そろって玉すだれ（南京
玉すだれアーチストの会）

５月14日・21日の土曜
日、午後６時〜８時 各10人 費300円（すだれの替

糸代）
申書いて問題解決！セルフカウ
ンセリング学習会（せせらぎ会）

５月19日・26日の木曜
日、午前10時〜正午 各20人 持筆記用具

申親子体操（西砂ふれあい体操
友の会）

５月27日㈮午前10時
〜 11時30分 10組 対２歳6か月くらいの

子どもと保護者

指圧（立川指圧健康友の会） ５月29日㈰午前10時
〜 11時30分

プリザーブドフラワー体験（フラ
ワーサークル桜）

５月24日、６月７日
の火曜日、午前10時
30分〜正午、午後１
時30分〜３時

各5人

費3,900円持持ち帰る
袋、雑巾、ワイヤーが
切れるはさみ、または
ペンチ申4日前まで

場いずれも西砂学習館申マークの教室（申込順）は、4月26日㈫から同館☎
（531）0431へ。そのほかは直接会場へ。

第36回 西砂学習館まつり・体験教室

たちかわ交流大使・山下洋輔さ
ん企画展

たちかわ交流大使・山下洋輔さんご
本人からお借りした、コンサートのポ
スター、チラシ、チケットなど、今では、
簡単に見ることができない品々を展
示します。また、「山下洋輔さんが選ぶ
本10冊」もあわせて展示します。直接
会場へ時5月3日（火・祝）〜29日㈰、午
前10時〜午後8時〔土曜・日曜日、祝
日は午後5時まで。毎週月曜日、第3木
曜日は休館〕場中央図書館2階カウン
ター前問広報課シティプロモーショ
ン担当・内線2747

平和人権16ミリ映画会「橋の
ない川 第二部」

住井すゑ原作、今井正監督。被差別部
落に生きる人々の長く苦しい闘いを
描いた作品時5月20日㈮①午後2時
〜4時30分②午後6時30分〜9時場
柴崎学習館定各30人(申込順)申柴
崎学習館☎（524）2773へ

企画展「新収蔵品展」
民具や古民家園に復元した「須﨑家
内蔵」に関する民俗資料など、約30点
を展示します。直接会場へ時5月24日
㈫〜6月26日㈰、午前9時〜午後4時
30分〔毎週月曜日休館〕場歴史民俗
資料館問同館☎（525）0860

八ヶ岳山荘バスツアー
さくらんぼ狩り・日本一のバラ回廊と
神秘の湖「御

み

射
しゃ

鹿
か

池
いけ

」対市内在住・在
勤・在学の方と家族時6月6日㈪午前
8時〜6月7日㈫午後5時30分（1泊2
日）場▷1日目=ファーレ立川集合〜
昇仙峡〜甲斐市〜ハイジの村（日本
一のバラ回廊）〜山荘▷2日目=山荘
〜美しの森レンゲツツジ〜御射鹿池
〜ところてん工場〜諏訪〜南アルプ
ス市さくらんぼ狩り〜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4月25日㈪午
前9時から八ヶ岳山荘☎0551（48）
2309へ

ます。利用が決定した方は 5 月
25 日㈬〜 6月 8日㈬に電話で正
式申し込みを八ヶ岳山荘へ。な
お、はがきでの申し込みで満室に
ならなかった日の申し込みは、市
外の方を含めて 6月 1 日㈬から
八ヶ岳山荘で電話受け付けをしま
す（午前 9時〜午後 8時）。
●利用料金（食事料金を除く）
▶中学生以下 =500 円▶① 65 歳
以上の方、②愛の手帳保持者、
③身体障害者手帳 1級〜 3級の
方、④精神障害者保健福祉手帳
保持者、⑤①〜④の付添人（1人
につき 1人）=1,000 円▶その他
の方 =2,000 円
※ 1 泊 2 食の料金例 (食事料金
含む )▶ 4 歳以上小学生低学年
=1,733 円▶小学生高学年と中学
生 =2,145 円▶大人 =4,572 円
市外の方の料金等、くわしくは
お問い合わせください。
問八ヶ岳山荘☎ 0551(48)2309

山梨県清里にある市の林間施設
「八ヶ岳山荘」は、夏季期間〔宿
泊初日が 8月 1日㈪〜 28 日㈰〕
の利用を往復はがきによる抽選
で行います。
●申し込みできる方 ①市内在
住・在勤・在学の方とその同居
の家族②市内で活動している社
会教育関係団体など教育委員会
が認めた団体
●申込方法 5 月 16 日㈪〔消印
有効〕までに、往復はがき（1グ
ループ 1 通、複数申し込みは無
効）に代表者の住所・氏名・電話
番号（市外在住で市内在勤・在学
の方は勤務先名または学校名と所
在地、電話番号も）、利用日と宿
泊数（2泊が限度で第 3希望まで
記入可）、人数（大人と子どもの
内訳）、希望部屋数（1グループ
3部屋まで、1部屋の定員は6人）、
返信用宛先を書いて、立川市八ヶ
岳山荘〔〒 407−0301 山梨県北
杜市高根町清里 3545−1〕へ。
※記入例 =8 月 5 日と 6 日に宿
泊する場合「利用日は 8月 5 日
から 7 日まで宿泊数 2 泊 3 日」
と記入します。
●抽選結果のお知らせ 抽選結果
は 5月 25 日㈬までにお知らせし

八ヶ岳山荘
夏季期間の申し込みは往復はがきで 5月16日㈪まで

すでに投句された作品
の選と講評

入選句は５月26日
㈭〜６月９日㈭柴
崎学習館内に掲示


