
ピアノに合わせて音楽を感じるリズム
遊びを行います対1歳6か月以上の子ど
もと保護者時月2回の月曜日▷午前10
時～10時40分▷午前11時～11時40分
場若葉会館月1,500円定各15組（申込
順）申柏

かしわば

葉さん☎（535）6654
●いきいき健康麻将・立川　麻将とは
賭けないマージャンのことを指します。
頭の体操として楽しんでいます。ルール
やマナーを守る方を募集します対あが
り役が分かる経験者時毎週火曜日、午
後1時～5時場錦学習館入2,000円月
2,500円～3,500円定4人（申込順）申
渡辺さん☎（529）2058
●ダンスサークルひまわり　シニアの
社交ダンスサークルです。男女2人の講
師の指導と男女各2人のインストラク
ターのサポートでダンスを楽しんでい
ます。体験無料対シルバー大学卒業程
度の方時月4回の火曜日、午後1時30
分～3時30分場錦学習館入1,000円
月2,000円申丸山さん☎090（1823）
6749
●パンの会　体にやさしい手作りパン
と簡単にできる料理を作り、試食しなが

ら楽しく歓談します。お土産もあります
対18歳以上の方時毎月第2水曜日、午
前9時30分～午後1時30分場幸学習館
入1,000円月2,500円定10人（申込順）
申仁

に

平
へい

さん☎（537）2328
●立川社交ダンスクラブパープルス
ター　現役プロA級（ラテン、スタンダー
ド）の講師のもと、ダンスのベーシックと
バリエーションのルーチンをレッスンし
ます。経験者（中級程度）の方大歓迎時
月3回の木曜日、午後1時30分～3時30
分場錦学習館ほか入1,000円月3,000
円申野和田さん☎080（3151）0691
●こぶし将碁の会　初心者から有段者
まで、実力に応じた対局（将棋と囲碁）を
楽しめます。初心者には手ほどきします
対50歳以上の方時毎週土曜日、午後1
時～4時場上砂会館年100円定5人（申
込順）申金子さん☎（538）0360
●高松書道友の会　先生の朱直筆手本
で基本から学びます。初めての方から上
級者まで時毎月第2・第4火曜日、午後1
時30分～3時30分場高松学習館入
1,000円月2,300円申鈴木さん☎（524）
4019

まちのお知らせ

●朗読サークル「こえ」と利用者の方の
交流会　立川市朗読サークル「こえ」が
主催。講談などを聞き、一緒におしゃべ
りをしましょう対視覚に障害のある方
時10月14日㈮午前10時～11時30分場
総合福祉センター申三浦さん☎（522）
5608
●アルコール勉強会　立川断酒新生会
が主催。アルコール依存症について勉強
します。直接会場へ時10月16日㈰午後
1時～4時場たましんRISURUホール5
階第1会議室定80人（先着順）問清水さ
ん☎090（9006）7857
●健康フェスティバル2016無料健康相
談　東京都総合組合保健施設振興協
会が主催。血管年齢、血圧、骨密度、体
脂肪を測定したり、健康相談ができます
対16歳以上の方時10月15日㈯午後1

時～5時30分場立川商工会議所（曙町2
─38─5）定200人（申込順）申9月30日㈮
までに同協会事務局☎03（5608）2311
●フラダンス体験教室　K

か
a P

ぷ あ
uaが主催。

美容と健康のため、有酸素運動のフラダ
ンスを踊りませんか対初心者の方（経験
者の方はご相談ください）時10月7日～
28日の金曜日、午前9時15分～10時15
分場たましんRISURUホール定各10人
（申込順）申津根さん☎090（3570）
1635
●水泳指導員資格取得のための講習会
　立川市水泳協会が主催。基礎水泳指
導員の資格取得に必要な100m個人メ
ドレー、横泳ぎ、潜行の講習会です対資
格取得を希望する55歳以下の方時11
月15日～29日の火曜日、午後6時～8時
（全3回）場泉市民体育館プール定10人
（申込順）申同協会☎（519）4115
●第16回心の健康を考える講演会　立
川麦の会が主催。精神科医・岩谷潤さん
の講演「A

あ く と
CTの経験に学ぶ」を聞きます。

直接会場へ対市民の方時10月8日㈯午
後2時～4時場幸学習館講堂定80人（先
着順）問岡田さん☎（507）6015

会員募集

●シャンソン・カトレアの会　シャンソ
ン歌手講師によるレッスンが受けられ
ます。毎年1回、発表会を行っています
時毎月第1・第3土曜日、午後1時30分
～3時場高松学習館ほか入1,000円月
4,000円申香田さん☎（536）9744
●ワヒネ・ウクレレ・サークル　ハワイア
ンなどの歌とウクレレの練習。ドレミか
ら習えます。ウクレレのない方には貸し
出しあり。柴崎会館まつりに出演します
対初心者の方時毎月第2・第4金曜日、
午後1時から場柴崎会館入1,000円月
2,100円定10人（申込順）申土屋さん☎
（523）0812
●上砂体操クラブ　先生2人による指
導で、楽しく和気あいあいとした中、スト
レッチ体操などを行います。見学・体験
歓迎時月3回の金曜日、午前9時30分～
11時場上砂地域福祉サービスセンター
月2,500円定5人程度（申込順）申林さ
ん☎（535）0686
●親子リトミックサークルさくらんぼ　

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。
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地区名 催し名 日　時 場　所 問い合わせ先

柴崎町

カラオケ大会  10 月 １ 日㈯午後 １ 時～４時

柴崎学習館
柴崎町文化会
加藤さん☎（525）1833

作品展示
 10 月 １ 日㈯午後 １ 時～４時
 10 月 ２ 日㈰午前 10 時～午後４時

公演  10 月 ２ 日㈰午前 10 時～午後４時

富士見町 作品展示
 10 月 15 日㈯・16 日㈰
午前10時～午後４時

滝ノ上会館
富士見町文化会
峯岸さん
☎090（2632）0405

錦町 作品展示
 10 月 15 日㈯・16日㈰
午前10時～午後４時

錦学習館
錦町文化会
河村さん☎（522）4768

羽衣町
作品展示

 10 月 22 日㈯午後 １ 時～８時
 10 月 23 日㈰午前 10 時～午後４時

羽衣中央会館
羽衣町文化会
髙橋さん☎（522）5227

演芸
 10 月 22 日㈯午後 ６ 時～９時
 10 月 23 日㈰午後 １ 時～５時

栄町
作品展示

 10 月 22 日㈯午後 １ 時～５時
 10 月 23 日㈰午前 ９ 時～午後４時 さかえ会館

栄町文化会
本村さん
☎090（3136）0937演芸発表会  10 月 23 日㈰午前 10 時30分～午後４時

高松町
作品展示

 10 月 29 日㈯午前 10 時～午後８時
 10 月 30 日㈰午前 ９ 時～午後３時 高松会館

高松町文化会
比留間さん☎（523）0041

演芸大会  11 月３ 日（木・祝）午前10時～午後４時

砂川

手打ちうどん体験  10 月 29 日㈯午前 10 時～11時30分 こんぴら橋会館

砂川文化会
柴さん☎（536）1955

作品展示
 10 月 29 日㈯・30日㈰
午前10時～午後５時（30日は午後４時まで）

こんぴら橋会館
上砂会館

工作教室  10 月 29 日㈯午後 １ 時30分～４時
こんぴら橋会館

囲碁・将棋大会  10 月 30 日㈰午前 10 時～午後４時
カラオケ大会  11 月３ 日（木・祝）午前９時30分～午後５時 上砂会館

西砂川地区
作品展示

 10 月 29 日㈯・30日㈰
午前９時30分～午後５時
（30日は午後４時まで） 西砂会館

西砂川地区文化会
飯島さん☎（531）8647

野菜販売  10 月 29 日㈯午前 10 時～午後１時
演芸発表会  10 月 29 日㈯午前 11 時～午後４時

柏町地区
作品展示  11 月12 日㈯・13日㈰午前９時～午後５時

こぶし会館
柏町地区文化会
増田さん☎（535）6206芸能発表  11 月13 日㈰午前 ９ 時～午後５時

幸町地区
作品展示

 11 月26 日㈯午後 １ 時～４時30分
 11 月27 日㈰午前 ９ 時～午後５時 幸学習館

幸町地区文化会
西村さん☎（536）1910

芸能発表  11 月27 日㈰午前 ９ 時～午後５時

催し名 日　時 場　所 問い合わせ先

吟剣詩舞発表のつどい
 10 月 2 日㈰
午前10時30分～午後４時30分

女性総合センター
１階ホール

立川市吟剣詩舞連盟
土方さん☎（522）7333

立川管弦楽団定期演奏会
 10 月 ９ 日㈰
午後１時30分～５時

たましんRISURU
ホール大ホール

立川管弦楽団
古谷さん☎（535）6586

琵琶演奏会
 10 月 16 日㈰
正午～午後４時

女性総合センター
１階ホール

立川琵琶研究会
小林さん☎（535）7764

立川謡曲大会
 10 月 23 日㈰
午前10時～午後４時

柴崎会館
立川謡曲会
木戸口さん☎（524）9422

箏、三絃、尺八による
三曲演奏会

 10 月 23 日㈰
正午～午後４時15分

たましんRISURU
ホール小ホール

立川市三曲連盟
小倉さん☎（522）5298

立川市民合唱祭
 10 月 30 日㈰
午後０時20分～４時30分

たましんRISURU
ホール大ホール

立川市合唱連盟
長鶴さん☎（535）9906

立川おはやし大会
 11 月 ３ 日（木・祝）
午前９時～午後５時

たましんRISURU
ホール小ホール

立川おはやし保存会
但野さん☎042（832）8812

奇術発表会
 11 月 ３ 日（木・祝）
午後１時～４時

女性総合センター
１階ホール

立川市奇術愛好会
小井さん☎（523）3938

大正琴連盟発表会
 11 月 ６ 日㈰
午前９時～午後５時

たましんRISURU
ホール小ホール

立川市大正琴連盟
竹内さん☎（522）3350

立川洋舞連盟合同公演
 11 月 ６ 日㈰
午後４時～６時

たましんRISURU
ホール大ホール

立川洋舞連盟
堀江さん☎（537）4731

立川市吹奏楽団
ファミリーコンサート

 11 月 19 日㈯
午後６時30分～８時30分

たましんRISURU
ホール大ホール

立川市吹奏楽団
藤田さん☎（522）9026

立川市民踊舞踊連合会
会員のつどい

 11 月 20 日㈰
午前９時～午後５時

たましんRISURU
ホール大ホール

立川市民踊舞踊連合会
高橋さん☎（531）2544

立川落語会
 11 月 26 日㈯
午後１時～４時30分

女性総合センター
１階ホール

立川落語会
古賀さん☎080（1011）
1702

歌まつり
 11 月 26 日㈯・27日㈰
午前９時～午後６時

柴崎学習館ホール
立川市カラオケ連盟
鈴木さん☎（522）2703

ギター定期演奏会
 12 月 ４ 日㈰
午後１時30分～４時

たましんRISURU
ホール小ホール

立川市ギター倶楽部
阿部さん☎（522）5905

催し名 日　時 場　所 問い合わせ先

出前講座（葉拓）
 10 月 １ 日㈯
午前10時～午後０時30分

羽衣児童館
立川拓本研究会
國井さん☎（536）1540

立川連合水墨画展

 10 月 12 日㈬～17日㈪
午前10時～午後５時
（17日は午後３時30分まで）
●水墨画実演　16日㈰午後２時～３時

柴崎学習館ホール
立川市連合水墨画会
酒井さん☎（524）0736

立川書道展
 10 月 22 日㈯・23日㈰
午前10時～午後6時

たましんRISURU
ホール展示室

立川書道連盟
岩井さん☎（522）5085

文化祭華道展

 10 月 22 日㈯・23日㈰
午前10時～午後5時（23日は午後４時まで）
●ミニいけばな体験教室　定30人（先着順）
　22日㈯午前11時～午後４時

柴崎学習館ホール
立川市華道連盟
斉藤さん☎（535）1212

申市民マス釣大会
 10 月 23 日㈰
午前９時～午後０時30分

秋川国際マス釣場
立川釣友会
谷野さん☎（524）4050

市民盆栽展
 10 月 29 日㈯・30日㈰
午前10時～午後４時
（30日は午後２時30分まで）

国営昭和記念公園
花みどり文化セン
ター

立川盆栽会
鈴木さん☎（523）3357

菊花展
 11 月 1 日㈫～15日㈫
午前９時～午後３時

立川諏訪神社境内
立川菊花愛好会
髙水さん☎（527）0615

秋季文化祭茶会
 11 月 ６ 日㈰
午前10時～午後３時

女性総合センター
和室

立川市茶道連盟
龍昌堂☎（525）2409

立川美術展
 11 月 6 日㈰～12日㈯
午前10時～午後５時
（12日は午後２時まで）

柴崎学習館ホール
・ミニギャラリー

立川美術会
原田さん☎（522）3025

催し名 日　時 場　所 問い合わせ先

展示
11月19日㈯・20日㈰
午前10時～午後４時
（20日は午後２時まで）

国営昭和記念公園
花みどり文化セン
ター 立川市文化協会事務局

〔たましんRISURUホー
ル２階〕
Fax（525）6581

吹奏楽ともだち
コンサート

11月27日㈰
正午～午後５時

たましんRISURU
ホール大ホール

公演
平成29年２月12日㈰
正午～午後４時

たましんRISURU
ホール小ホール

　市内の地域文化会や各種文化団体が

「より広く・より高く」をモットーに、

日ごろの活動の成果を発表、展示します。

趣向を凝らした催しが文化・芸術の秋を

彩ります。主催は、立川市文化協会。

　申マークの催しは、電話で各問い合わ

せ先へ。その他の催しは直接会場へ。

●地域文化会（公演・展示・催し物） ●全体行事（市民文化フェスティバル） ●各種文化団体（公演）

●各種文化団体（展示・催し）

文化・芸術の秋

立川市民文化祭第59回

　山梨県清里にある市の林間施設「八ヶ岳山荘」は、
年末年始〔宿泊の初日が12月26日㈪～平成29年1月5
日㈭〕の利用を往復はがきの申し込みによる抽選で決
定します。
●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
係団体等で教育委員会が認めた団体
●申込方法　10月11日㈫〔消印有効〕までに、往復は
がき（１グループ１通、複数の申し込みは無効）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）、利用日と宿泊数（２泊まで。第３希望まで記
入可＝下記の記入例参照）、人数（大人と子どもの内
訳）・希望部屋数（１グループ原則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＝1月1日と2日に宿泊する場合「利用

日は１月1日から3日
まで、宿泊数は２泊３
日」と記入します。
●抽選結果のお知らせ
　抽選結果は10月20
日㈭までにお知らせし
ます。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10月
21日㈮から八ヶ岳山荘で電話受け付けをします。
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まままで 宿宿宿泊数泊泊数は２は２泊３泊３

八ヶ岳山荘 年末年始（12月26日～1月5日）の
申し込みは往復はがきで

夕食の一例

問八ヶ岳山荘☎0551（48）2309

おいしいと
評判です！

一部材料代などがかかるものがあります。

時

消消印印有有効効有

1011までまで
抽抽選選
申申しし申 込込みみ

011

6平成28年（2016年）9月25日

受け付け） 問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ

7 平成28年（2016年）9月25日

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 年年会費 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

立川市役所 （〒190-8666）立川市泉町1156-9  ☎（523）2111（代表）  Fax（521）2653

八ヶ岳山荘宿泊料金（１泊２食付の場合）
●市内在住・在勤・在学の方と同居の家族
大人（高校生以上） 4,572円
小学４年生～中学生 2,145円
４歳～小学３年生 1,733円

65歳以上の方、身体障害者手帳１級～３級の方など利用料
減免制度あり


