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平成28年（2016年）7月25日

講座

そういうことか !日本の古典シ
リーズ～ほんとうの「徒然草」
を知っていますか

市民企画活動事業。男女平等の推進
力は相互の教養の充実から。「徒然
草」を学びましょう。企画・運営は四
季の会時9月10日、10月8日の土曜
日、午後1時30分～4時（全2回）場女
性総合センター師日本古典文学研究
家・山崎省次さん定190人（申込順）
保8人程度（1歳～学齢前）申7月25
日㈪から男女平等参画課☎（528）
6801へ

消費生活講座「布ぞうりを作り
ましょう」

時▷8月22日㈪午後1時～4時▷8月
23日㈫午前9時～正午（全2回）場女
性総合センター師グループ･ベター
ライフの皆さん費500円（材料代）定
20人（申込順）保5人程度（1歳～学齢
前）持5cm×1m程度に裂いたゆかた
やシーツなどの木綿の布30枚、はさ

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）

み、かぎ針(8～10号)、ズボン着用申
7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

地域猫活動学習会「地域猫活
動ってなあに?」

「飼い主がいない猫」をなくすための
地域猫活動について、分かりやすく解
説します。小・中学生や高校生の参加
も大歓迎。直接会場へ時8月11日（木・
祝）午後2時～5時場市役所101会議
室師すみだ地域ねこの会代表・庄司
直子さん定40人（先着順）問環境対
策課環境推進係・内線2244

これだけは知っておきたい遺
言・遺産相続 

相続はどの家庭でも起こりうる身近
な問題です。円満・円滑に乗り切るた
めの知識とノウハウを学びます時9月
8日㈭午後2時～4時30分場女性総合
センター師司法書士・中村陽子さん
定30人（申込順）申7月25日㈪から生
涯学習推進センター☎（528）6872へ

第5回吹奏楽ジャズ・ポップス
セミナー

ジャズ・ポップスの基本を学びます。
2日目は課題曲を発表します。打楽
器以外の参加者は原則として楽器

立川文化芸術のまちづくり協議会  アートサポーター養成講座
日時 内容

第1回 ８月20日㈯午後２時～５時
座学（立川における音楽・演劇公演事情やホールの
役割、アートサポーターの全国的な実践例など）

第2回 ８月27日㈯午後２時～５時
シミュレーション（バックステージツアーに参加し、想
定される状況を検証）

第3回

９月２日㈮
①午前11時30分～午後
５時
②午後４時～９時30分

歌舞伎公演でレセプショニスト研修（①②のいずれ
かに参加）

第4回 ９月３日㈯午後２時～５時 フィードバック、修了証授与

持参〔楽器のない方、中高生以外の
方、指導者の方は聴講参加も可（要
申込）〕対吹奏楽経験のある中高生
時9月22日(木・祝)、10月9日㈰、午前
9時30分～午後4時(全2回)場柴崎
学習館師中田秀光さん（トランペッ
ト）、関秀明さん（トロンボーン）、竹
内陽子さん（テナーサックス）、立川
市吹奏楽団の皆さんほか定50人(申
込順)持楽器、筆記用具、譜面台（お
持ちの方）申7月26日㈫から電話、ま
たは氏名、連絡先を書いてEメー
ルで柴崎学習館☎（524）2773 e

shibasakigakusyukan@city.
tachikawa.lg.jpへ

パソコンを使ったちらし作成

ワードでちらしの作り方を学び、生涯
学習市民リーダーの講座で実際に使
うちらしを作ります対文字入力がで
きる方時9月1日㈭午前10時～午後
0時30分場柴崎学習館師生涯学習市
民リーダーの皆さん費100円（テキス

ト代）定12人（申込順）申7月26日㈫
から柴崎学習館☎（524）2773へ

立川文化芸術のまちづくり協議
会 アートサポーター養成講座

アーティストとまちをつなげ、アート
をまちに広げるアートサポーター養
成講座。今年度は、レセプショニスト
（ホールでの案内業務等）育成を目
的に、立川の音楽・演劇公演事情を
学ぶほか、市民会館のバックステー
ジツアー参加や公演のサポートを体
験します。講座修了後、希望者は同協
議会のアートサポーター名簿に登録
し、今後の活動につなげることもでき
ます対高校生以上時下表の通り（全4
回）場たましんRISURUホール定20人
（抽選）申8月17日㈬までに、立川文
化芸術のまちづくり協議会事務局（地
域文化課・内線4501）へ問たちかわ
創造舎☎（595）6347〔午前9時～午
後5時。土曜・日曜日、祝日を除く〕e

ticket@tachikawa-sozosha.jp

食代、保険料ほか)定20人(申込順)申
電話または上欄ホームページから
●夏休みシアター「よみしばい アラジ
ンと魔法のランプ」　大人と子どもの
ための演劇公演。放課後シアターの夏
休みスペシャル版として開催します。
直接会場へ時8月26日㈮午後7時～8
時費大人400円、中学生以下200円、
3歳以下無料

●立川･奥多摩 川辺のプロジェクト
（立川編）　奥多摩と立川、二つの廃
校施設が行う、大人の夏休み企画。流
木を用いて、棚やランプシェードなど
を作りませんか。専門家が指導するの
で初心者でも安心です。お昼は地元の
お弁当、夜は校庭で立川産野菜と奥
多摩ジビエのバーベキューを、立川地
ビールと共に時8月11日(木・祝)午前
10時～午後7時費5,000円(昼食・夕

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

子ども未来センターを拠点に活動して
いる市民団体によるお祭りを今年も
開催します！　夏の夜を味わえる前夜
祭とあわせて、夏を満喫できるさまざ
まなプログラムをご用意しています。
＊参加費（実費）がかかるプログラムもあります

子ども未来センター

5日金

6日土

おとなさんさんガーデン
午後６時30分～９時
屋外上映やビアガーデンなど、芝生の上でくつろいで、
ちょっと大人な楽しみを味わえる前夜祭です。

こどもさんさんガーデン　午前10時～午後５時
親子で楽しめる夏の楽しみをギュッと集めた１日です。
みんなで夏を思いっきりエンジョイ！

8月5日金・6日土

みんなで夏を味
わおう！

申込方法など、くわしくは子ども未来センターホームページHP

http://t-mirai.com/をご覧ください問市民活動コーディネー
ター・遠藤さん☎070（5019）9738 e c-program@t-mirai.
com/

会場

企画・運営は生涯学習市民リー
ダーの会申7月25日㈪から生涯学
習推進センター☎（528）6872へ
●踊ってみよう☆フラダンスPart2
　エルビス・プレスリーの名曲
「Blue Hawaii」を2週にわたって
レッスンします。ハワイの夜空に浮
かぶ月のようにしっとりとしたラブ
ソングで踊ってみませんか時9月
1日・8日の木曜日、午後2時～4時
（全2回）場女性総合センター師フ
ラダンス講師・富森基予子さん費
700円（受講料）定30人（申込順）持
Tシャツなど体操のできる服装、飲
み物、タオル、パウスカート（お持ち
の方）
●ボイストレーニング入門　呼吸
と発声のトレーニングで、よく響く
声を出すための仕組みと練習法を
学びます時9月3日㈯午前10時～
正午場女性総合センター師合唱団
講師・田ヶ谷省
三さん費300円
（受講料）定20
人（申込順）持
動きやすい服装
●「往復はがき」を作成しよう　
ワードで同窓会などの出欠確認に
便利な往復はがきを作成します。パ
ソコンは貸し出します対文字入力
ができる方時9月13日㈫午後1時
30分～4時場高松学習館師パソコ
ン講師・上田賢一さん費500円（資

料代ほか）定10人（申込順）
●初心者向けデジカメ講座　デジ
カメの操作、画像の整理、編集、印
刷手順を習得します。パソコンは貸
し出します時9月14日㈬午後2時～
4時場高松学習館師シルバー人材
センター パソコン教室デジカメ講
座担当・小倉亮一さん費400円（資
料代ほか）定10人（申込順）
●パソコンでサンキューカードや
バースデーカードを作ろう　パソ
コンは貸し出します時9月15日㈭
午後2時～4時場高松学習館師パソ
コン勉強会・大橋正彦さん費500円
（資料代ほか）定10人（申込順）
●見守りあう地域づくり　東京直
下地震が発生し中学生が減災活動
に取り組むという映画を視聴しま
す。さらに防災マニュアルのポイン
トを学び、見守りあう地域づくりの
必要性を考えます時9月21日㈬午
後2時～3時30分場柴崎学習館師
立川市自治会連合会富士見町支
部防災担当・榎本信雄さん費300円
（受講料）定20人（申込順）
●ゲームで学ぶ避難所の自治　災
害が起きたとき、避難所では市民
一人ひとりに年齢や性別を問わず、
何らかの役割があることを学びま
す時9月28日㈬午後2時～4時場柴
崎学習館師防災士・菅井英明さん
費300円（受講料）定20人（申込順）
持筆記用具
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