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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）5月25日

（材料代）定24人（申込順）保5人程
度（1歳～学齢前）持エプロン、三角巾、
タオル、布巾申5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

土曜ファミリー劇場「ドラムサー
クル」

世界の珍しい打楽器に触れ、リズムを
つくりながら交流しましょう。子ども
から大人まで、打楽器の経験がなくて
も大丈夫です時6月25日㈯午前10時
30分～午後0時30分場柴崎学習館師
ドラムサークルファシリテーター・妹
尾美穂さん、小島智美さん定40人（申
込順）持動きやすい服装申5月25日㈬
から柴崎学習館☎（524）2773へ

手打ちそば作り

本格的な手打ちそば（五割そば）と麺
つゆの作り方を基本から学びます対
市内在住の小学生以上（小学生は保
護者同伴）時6月26日㈰午前10時～
午後1時場歴史民俗資料館師そば店
店主・尾崎好司さん費大人500円、子
ども300円（材料代）定30人（申込順）
持エプロン、バンダナかスカーフ、タ
オル申5月25日㈬から歴史民俗資料
館☎(525)0860へ

知的読書生活のススメ～いと
おしい地球への招待

「ロビンソン・クルーソー」など親し
みやすい本を幅広い分野から紹介し、
人類の発展や意識の変化を考えます
対中学生以上時6月26日㈰午後2時
～3時30分場西砂学習館師桜美林大
学講師・冨田鋼一郎さん定30人（申
込順）申5月25日㈬から西砂図書館☎
（531）0432へ

講座

特別展「古代ギリシャ 時空を
超えた旅 」関連文化講演会

本展は東京国立博
物館・平成館(上野
公園)で6月21日㈫
～9月19日(月・祝)
に開催されます。ギ
リシャの彫刻、フレ
スコ画、金製品など
を展示する、かつてない大規模なギリ
シャ美術展の見どころをお話ししま
す。NHKと共催。受講者には無料招
待券を1人1枚差し上げます時6月29
日㈬午後7時～8時40分場女性総合
センター師東京国立博物館学芸研究
部・白井克也さん定180人(抽選)申
6月6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6月13
日㈪から電話で受け付
けます。

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
の会申5月25日㈬から生涯学習推進

センター☎（528）6872へ
●体で音楽 ボディパーカッション　
手拍子、足踏み、声など体全身を使っ
たリズム遊びでストレスの発散と参
加者同士の交流を楽しみます時7月
15日㈮午後2時～3時30分場錦学習
館師音楽講師・渡辺彩子さん費300
円（受講料）定20人（申込順）保若干
名（1歳～学齢前）持動きやすい服装、
上靴、タオル、飲み物
●親子で作ろう!かんたんトランジス
タ　親子でラジオを組み立て、ラジオ
の仕組みや電波をキャッチする原理
を学びます対小学3年生以上（小学
生は保護者同伴）時7月17日㈰午後
1時～4時場砂川学習館師第一級ア
マチュア無線技士・古見一夫さん費
1,000円（材料代）定10人（申込順）持
筆記用具、作品を持ち帰る袋
●地震・火山入門　デマに惑わされ
ない正しい知識、突然のことでもあ
わてない心構えを学びます時7月24
日㈰午前10時～正午場西砂学習館
師元気象庁職員・松田慎一郎さん費
300円（受講料）定20人（申込順）持筆
記用具

読み聞かせ講座～実践編

読み聞かせに適した絵本の紹介とそ
の組み合わせ方などを学びます対子
どもが通学している小学校で絵本の
読み聞かせをしている方時6月21日
㈫午前10時～正午場中央図書館師
元図書館司書・浜地真知子さん定30
人（申込順）申5月25日㈬から中央図
書館☎（528）6800へ

クラシック音楽入門講座 

「名曲の秘密」をテーマに毎回違う
作曲家を取り上げます。初回はモー

ツァルトです。生演奏の回もあります
時7月2日・9日・16日、9月3日・10日の
土曜日、午後2時～4時（全5回）場西
砂学習館師国立音楽大学教授・吉成
順さんほか費2,500円（受講料。18歳
以下は無料）定40人（申込順）保若干
名（1歳～学齢前）申5月25日㈬から
西砂学習館☎（531）0431へ

お気に入りの俳句を「短冊」に
筆ペンで書いてみよう! 

講師の添削指導を受けながら書き上
げます。最後はミニ発表会も楽しみま
す時7月5日㈫午前10時～正午場柴
崎学習館師NHK学園講師・佐藤順子
さん費500円（受講料）定14人（申込
順）保若干名（1歳～学齢前）持毛筆
調の筆ペン、並幅短冊2枚、書きたい
2句を筆ペンで自筆した短冊大の用
紙2枚申5月25日㈬から柴崎学習館☎
（524）2773へ

消費生活講座「ネクタイで作る
ネックレス」

時6月21日㈫午前10時～正午場女性
総合センター師立川リフォーム友の
会の皆さん費500円（材料代）定20人
（申込順）保5人程度（1歳～学齢前）
持糸をほどいてアイロンをかけたネ
クタイ、ものさし（30cmか20cm）、糸、
裁縫道具、羽二重（お持ちの方）申5
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

消費生活講座「立川産の野菜はおいし
い①トマトとうどでイタリアン…風」

時6月23日㈭午前10時～午後0時30
分場女性総合センター師食とくらし
と環境を考える会の皆さん費600円

●青空フリマ市　㈳ほっとステーション
が主催。朝採り野菜の直売、障害者団体
のお店、子ども服などのフリーマーケッ
ト、震災復興支援バザーなど。直接会場
へ時6月4日㈯午前10時～午後2時〔雨
天中止〕場さくらんぼ保育園（国営昭和
記念公園砂川口前）問同保育園・鈴木さ
ん☎（537）9440
●居合とは何だ 初心者講習会　夢想
神伝流居合伝承会が主催。居合の演武
を鑑賞し、居合の歴史や現代の系統、居
合とは何かについて話を聞きます。直接
会場へ時6月6日㈪午後7時30分～9時
場練成館問安藤さん☎（536）5779
●介護保険制度と成年後見制度　三多
摩市民後見を考える会が主催。判断能
力がなくなったとき、どうするか。最後ま
で自分らしく生きるために一緒に考え
てみませんか時6月18日㈯午後1時30
分～4時場総合福祉センター師都消費
者啓発員・上月とし子さん定40人（申込
順）申川杉さん☎090（7832）6506
●素直で心豊かな子どもを育てるには!
　みつば家庭教育研究所が主催。子ど
もとの良い関わり方を知り、安心して家
庭生活を送りませんか。直接会場へ（保
育が必要な方は、事前に連絡してくださ
い）時6月18日㈯午前10時～正午場た
ましんRISURUホール小ホール定200
人（先着順）問吉田さん☎090（1553）
8056
●賢治生誕120年記録映画「宮沢賢治

迎時毎月第１・第３木曜日、午後１時～
４時場グリーンセンター（清掃工場内）
月1,500円申棈

あべ

松
まつ

さん☎（341）9778
●歴史めぐり立川　関東地方を中心
に、歴史文化財史跡などを探訪し、関連
する文化・歴史を学びます時▷学習会
＝毎月第２火曜日、午後２時～４時▷探
訪会＝毎月第４火曜日、午前9時～午後
3時ごろ場子ども未来センターほか月
500円申菊地さん☎（535）5743
●三多摩演劇をみる会　創立40年を
迎えた会員制の演劇鑑賞団体です。劇
団民芸や前進座などさまざまなジャン
ルの新劇を年６回鑑賞します対中学生
以上の方時不定期場たましんRISURU
ホールほか入1,000円月2,250円申同
会☎（523）5031
●Ｙ

よ む よ む

ＯＭ２　元大河ドラマの女優・大木
実香さん指導の朗読会。アナウンサー
風、芝居風など。ピアノをバックに発表
の場もあります。見学歓迎時月１回の
水曜日、午前10時～正午（曜日、時間は
応相談）場女性総合センター月2,300
円定10人（申込順）申井上さん☎080
（1209）2063
●健康麻雀立川駅前元気会　老化防
止・脳内活性、マナーが良いサークルで
す対高齢の方時毎週月曜・火曜・日曜
日、午前10時～午後４時場JR立川駅北
口前すぐ立川健康麻雀会場入1,000円
費１回1,500円（会場費）定８人（申込
順）申今泉さん☎090（8013）1269

まちのお知らせ
●第2回菊作り講習会　立川菊花愛好
会が主催。初心者にも分かりやすく指導
します。中鉢から本鉢に定植と開花期
前後の管理を学びます。菊花展は11月
1日㈫～15日㈫、諏訪神社境内で開催
時6月12日㈰午後1時30分～4時場さ
かえ会館定20人(申込順）申松本さん☎
（524）2847
●「不安を安心に」無料法律相談会　
多摩パブリック法律事務所が主催。お
金のトラブル、不動産関係、相続、離婚、
成年後見など、お気軽にご相談ください
時6月25日㈯午前10時～午後4時（1枠
30分）場同事務所（曙町2-9-1）定48
人（申込順）申6月6日㈪から同事務所
☎（548）2450〔午前9時30分～午後7
時、土曜・日曜日を除く〕
●弓道初心者教室　立川弓道会が主
催。弓道を始めてみませんか。運動がで
きる服装で靴下を着用してください対
市内在住・在勤の方時5月30日～6月10
日の月曜・水曜・金曜日、午後7時30分
～9時（全6回）場練成館費2,000円（保
険料、指導料）定15人（申込順）申岡嵜
さん☎（524）2886

の教え子たち」より「雨ニモマケズ」　東
京賢治シュタイナー学校が主催。最期
まで農民の生活向上に命を捧げた賢治
の姿と「雨ニモマケズ」の詩が賢治の思
いを語ります時6月10日㈮午前10時～
正午場柴崎学習館費500円（資料代）定
30人（申込順）申同校☎（523）7112
●ホストファミリー募集～ニューカレ
ドニアの中学生と異文化交流　立川
ニューカレドニア交流支援ネットワー
クが主催。ニューカレドニアからやって
くる日本が大好きな中学生たちと楽し
い思い出をつくりませんか。交流実績
20年の私たちがサポートします。くわし
くは同ネットワークのホームページHP

http://tn-net.ciao.jp/をご覧ください
対中学生のいる家庭時10月5日㈬～16
日㈰問佐藤さん☎070（5558）3278

会員募集
●シニア・ボウリング・クラブ（SBC）　
ピンをなぎ倒す爽快感を味わいませ
んか。スコアは二の次で、親睦を深めま
しょう。上級者も歓迎対55歳以上の方
時原則第１水曜・第３木曜日の午後２時
から場ビームボウル昭島〔昭島市武蔵
野2-9-3〕費年会費300円、ゲーム代実
費（割引あり）定10人（申込順）申小林さ
ん☎（536）2425
●嶺

れい

雪
せつ

会（詩吟）　お腹から声を出し健
康増進。籾

もみ

内
うち

岳粋さんの指導で漢詩、和
歌、俳句等を吟じています。無料体験歓

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。

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）
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