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治大学校友会東京都多摩支部が共催。
演題「阿久悠と美空ひばりー宿命のラ
イバル」。直接会場へ時7月10日㈰午後
1時〜2時場立川グランドホテル（曙町
2−14−16）師明治大学国際日本学部教
授・副学長・吉田悦志さん定100人（先
着順）問守重さん☎（522）2843
●第61回七夕祭　国立音楽大学七夕
座が主催。ダンボール遊具、天の川劇
場、造形遊び、ハンドベルなど。直接会
場へ対幼児〜小学生と保護者時7月2
日㈯午後1時〜5時場国立音楽大学新
1号館ほか（柏町5−5−1）問福島さん☎
080（6860）3582
●シャンソンの会「忘れな草」第14回発
表会　浮世を離れて、古いシャンソンか
ら新しいシャンソンの中で非日常を楽し
みましょう。直接会場へ時7月10日㈰午
後1時30分開演（午後1時開場）場たま
しんRISURUホール小ホール定246人
（先着順）問渡辺さん☎（535）3810
●俳画教室〜季節を楽しみ生活に潤い
を!　俳句錦の会が主催。季節の風物に
俳句を添え、墨・顔彩で勢いよく濃淡と
かすれを生かして絵を描きます。初心
者歓迎対60歳以上の市民の方時7月
10日㈰午前10時〜正午場錦学習館師
舘貴美子さん費1,500円（受講料、教材
費）定10人（申込順）申馬場さん☎070
（3542）2860
●防災対策講習会　国際教育文化交流
ビエンベニード会が主催。災害から身を
守るために重要なポイントを学び、正し
い知識を持って行動できるようになりま
しょう時7月8日㈮午後6時〜7時場女
性総合センター定20人（申込順）申石
原さん☎080（5412）7142
●第9回スケッチ大賞作品募集　みん
なの展示場中村洋久絵画館が主催。水

（スポーツ保険代）申同会事務局☎070
（4136）0401
●曙気功サークル　東洋医学に基づい
た呼吸法と、ツボ、経絡を刺激するゆっ
くりした動きで、免疫力を高め体力を強
化します。見学歓迎対60歳以上の方時
毎週木曜日、午後1時30分〜3時30分
場曙福祉会館入1,000円月2,500円申
松本さん☎（595）7157
●歌いましょう多摩童謡の会　客席に
座ったまま演奏者と一緒に童謡を歌っ
て楽しみませんか時原則月1回の土曜
日、午後2時〜4時30分場女性総合セ
ンター費1回1,000円（会場使用料）入
1,000円定196人（申込順）申丸山さん☎
（536）6143
●上砂気功クラブ　東洋医学に基づく
ゆっくりとした呼吸で行う体操です。足
に自信のない方でもできます。病気を予
防して、体力アップしましょう。見学自由
時毎週金曜日、午後2時〜4時場上砂会
館費年会費1,000円月2,500円申橋川
さん☎（535）8924
●ヨーガ こころとからだの自立教室　
自分の体のことを知り、ヨーガや筋トレ
でバランスを整え、体の自立を目指しま
す対女性の方時毎週金曜日、午前10時
15分〜正午場錦学習館入1,000円月
4,000円申井上さん☎（529）7468
●曙囲碁クラブ　囲碁講座やリーグ戦、
日常対局のほか、懇親会、旅行なども。
初心者から上段者まで歓迎対60歳以
上の市民の方時▷講座・リーグ戦=毎
週火曜・木曜日、午後0時30分から▷日
常対局=曙福祉会館の開館日にほぼ毎
日、午後1時から場曙福祉会館入1,000
円費半年会費2,000円申石川さん☎
（523）5745

まちのお知らせ

●第29回立川リコーダーアンサンブ
ルコンサート　大小さまざまなリコー
ダーの透き通る音色をお楽しみくださ
い。直接会場へ対小学生以上時7月24
日㈰午後2時開演（午後1時30分開場）
場たましんRISURUホール小ホール
定200人（先着順）問波田野さん☎090
（4361）0459
●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㈰申佐藤さん☎070（5558）3278
●多摩地域無料知的財産相談　日本
弁理士会関東支部と多摩信用金庫の共
催。特許、実用新案、意匠、商標の出願の
ほか、訴訟、調査、外国での特許取得、著
作権などの知的財産について、お気軽に
ご相談ください時7月19日、8月23日、9
月20日の火曜日、午後2時〜4時場たま
しんWinセンター（曙町2−8−18）定各
4人（申込順）申谷

たに

川
がわ

さん☎03（3519）
2751
●明治大学公開講演会　明治大学と明

彩、油絵、ペン画、パステル画、水墨画な
どを募集。大きさはF1、油絵はSMサイ
ズ。9月の金曜〜日曜日、祝日に展示し
ます費1点1,000円（何点でも可）申8月
21日㈰〔必着〕までに、作品の裏面に住
所、氏名、電話番号、作品名を書いて、
直接または郵送で同展示場〔〒190−
0023柴崎町2−21−17〕☎（524）4702

会員募集

●健康麻雀「うきうき」会　「賭けない、
飲まない、吸わない」の健康麻雀の会で
す対あがり方が分かる高齢者時毎週土
曜日、午前10時30分〜午後５時場 JR
立川駅北口尾崎ビル麻雀フェスタ費１
日2,200円（ゲーム代）申岡田さん☎090
（4545）8515
●リズム気功リラックＳ

ス

　自然治癒力、
免疫力アップ。音楽に合わせ自分のペー
スで行うがんばらなくていい気功時毎
月第１・第３月曜日、午前10時30分〜正
午場高松学習館月1,500円申渡辺さん
☎090（2236）1916
●リーベ　NHK出版のテキストを使用
して海外旅行にすぐに役立つ英会話を
始めました。クイズやゲーム等も取り入
れて初心者にも安心で楽しい少人数ク
ラスです対中高年の方時毎月第１・第３
水曜日、午後１時30分〜３時30分場高
松学習館月1,000円定８人（申込順）申
福田さん☎（523）3551
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achider　テコンドー教室。
足だけでやる「けり」の競技です。初心
者から大会の出場を目指す方まで、楽
しくしっかり教えます対小学生〜40歳
くらいの方時毎週金曜日、午後6時30
分〜9時場三小体育館費1,000円から

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。

立川市役所ロビーコンサート
国立音楽大学学生による「ジャズト
リオ（トロンボーン、ベース、ピアノ）」
の演奏。曲は「アイ・ガット・リズム」ほ
か。直接会場へ時6月30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

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。広場で遊び疲れたら
「立川まんがぱーく」でひと休み。家
族みんなで充実した一日を。夏季はミ
ニプールもあります。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HP

http://t-mirai.com/をご覧ください
時7月3日・17日の日曜日、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

シリーズ発達障がい「学びの場
をつくろう」

発達の凸凹に関する学習会の企画を
一緒に考えます時・場▷7月8日㈮=柴
崎学習館▷7月19日㈫=子ども未来セ
ンター（どちらか1回のみの参加も可）、
いずれも午前10時〜正午定20人（申

催し

●立川･奥多摩 川辺のプロジェクト
（奥多摩編）　「たちかわ創造舎」と
「奥多摩フィールド」、2つの廃校活
用施設が連携した大人の夏休み企
画。多摩川上流の川辺を散策しなが
ら流木を拾い、専門的な工具を使っ
て流木で自由に工作します。奥多摩
の食材を使ったお弁当や、地ビー
ルも楽しめます。上欄ホームページ
からも申し込めます時 7月10日㈰
場 JR青梅線奥多摩駅（午前10時集
合）費3,000円（保険料）定20人(申
込順)

●お化け屋敷演劇「真夏のたちかわ
怪奇クラブ」　シェア・オフィス・メン
バーの演劇カンパニー「すこやかクラ
ブ」が探検型演劇を上演します。フィ
ナーレを彩るオリジナルの盆踊りを
作る小学生向けワークショップの参
加者やゾンビを演じるエキストラも
募集。くわしくは上欄ホームページを
ご覧ください▶上演=時7月30日㈯
午後5時から、31日㈰午後6時から費
大人1,500円、中・高校生1,000円、
小学生以下500円▶ワークショップ
=時7月23日㈯・24日㈰〔予定〕

イベント
紹介

場たちかわ創造舎（旧多摩川小）
問☎（595）6347
HP「たちかわ創造舎」で検索

込順）保若干名（1歳〜学齢前）申6
月25日㈯から柴崎学習館☎（524）
2773へ

働きたいママのためのビジネス
マナー講習

ビジネスマナーと職場や家庭でも
活用できるコミュニケーション術を
ワークを交えて学びます。子ども同席
可。マザーズハローワーク立川との
共催対子育て中で再就職を考えてい
る女性の方時7月27日㈬午前10時
〜11時30分場女性総合センター師
プロフェッショナル・キャリアカウン
セラー・坪田まり子さん定15人(申込
順)申7月5日㈫からマザーズハロー
ワーク立川〔曙町2−7−16鈴春ビル5
階〕☎(529)7465〔午前10時〜午後
6時。土曜・日曜日、祝日を除く〕へ問
市男女平等参画課☎（528）6801

人権講座「部落差別をこえて」
取材ノートから

時7月19日㈫午後2時〜4時場柴崎学
習館師元朝日新聞記者・臼井敏男さ
ん定25人（申込順）保若干名（1歳〜
学齢前）申柴崎学習館☎（524）2773
へ

「農」の婚活〜立川若手農家と
新鮮な野菜を使ったお食事会

立川市の農業後継者の独身会員で構
成する「ふれあい部会」が、素敵な出
会いを求めて交流会を開催します。農

家の皆さんが心を込めて育てたおい
しい立川産農産物を使ってのバーベ
キューをしながら、楽しい時間を過ご
しませんか。二次会あり対農業に関心
のある20歳〜39歳の独身女性の方
時8月20日㈯午前11時30分ごろから
場市内（くわしくは、当選した方に後
日連絡します）費3,000円（食事代）定
15人（抽選）申8月1日㈪〔必着〕まで
に、はがきに住所、氏名、年齢、電話番
号、職業を書いて産業観光課農業振
興係・内線2650へ

企画展「立川の遺跡2016」
昨年度の発掘調査の成果報告と、こ
れまでの調査で出土した遺物などの
展示・紹介。直接会場へ時7月20日
㈬〜9月4日㈰、午前9時〜午後4時

30分〔月曜日休館〕▶展示解説（担
当者による解説）=7月31日㈰、8月
20日㈯、午後2時から▶ミニ体験教室
（マイギリ式火おこし等の体験）=毎
週土曜・日曜日の随時場いずれも歴
史民俗資料館問歴史民俗資料館☎
(525)0860

国立国語研究所一般公開「ニホ
ンゴ探検2016」

日本語について楽しく学べるイベント
です。1回30分の「ことばのミニ講義」
や「全国方言の旅」コーナーのほか、
歴史民俗資料館の出張ワークショッ
プも開催します。直接会場へ時7月16
日㈯午前11時30分〜午後4時場国立
国語研究所（緑町10−2）問国立国語
研究所☎（540）4300


