
ふくしまの今を語る人～震災か
ら６年 福島の水産業はいま…

立川市消費者団体連絡会と共催時３
月６日㈪午後１時30分〜３時場女性
総合センター師福島県漁業協同組合
連合会災害復興プロジェクトチーム
リーダー・八多宣幸さん定50人（申
込順）保８人程度（１歳〜学齢前）申
２月10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

立川市役所ロビーコンサート
立川市民オペラ公演2017「カルメン」
プレコンサートです。出演は徳山奈奈
さん（ソプラノ）、実川裕紀さん（メゾソ
プラノ）、工藤翔陽さん（テノール）、大
園麻衣子さん（ピアノ）。曲はビゼー作
曲オペラ「カルメン」より。直接会場へ
時２月16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

子ども未来センターのコミュ
ニティプログラム

費用、申込方法等くわしく
は、「立川市子ども未来セ
ンター」のホームページ
をご覧ください（右上２次元コードか
らアクセス可）。いずれも場子ども未
来センター
●実践心理学講座　時２月14日・21
日・28日の火曜日、午後７時〜９時問
子どもが憧れるオトナになろう・川端
さん☎090（4923）6880
●着物を着てみよう!「きもの	d

デ

e	お抹
茶」　時２月26日㈰午後２時〜４時
問若紫の会・大谷さん☎090（3216）
9191

男性の料理講習～包丁なしで
アレンジ料理！

炊き込みごはん、鮭のホイル焼きなど
を作ります対男性の方時３月13日㈪
午前10時〜午後１時場女性総合セン
ター師コープみらいの皆さん費300円
（材料代）定20人（申込順）保５人（１

歳〜学齢前）持エプロン、バンダナ、布
巾申２月10日㈮から男女平等参画課
☎（528）6801へ

ときめき春のコンサート
グラスハープユニットe

エ リ ク オ

rikuo
「天使のオルガ 
ン」と呼ばれる 
グラスハープと、 
ギターのハーモ 
ニーをお楽しみ 
ください時３月
11日㈯午後２時〜３時30分場砂川学
習館定80人（申込順）申２月10日㈮
から砂川学習館☎（535）5959へ

3.11に考える「野澤和之監督・
ニソの杜」

大飯原子力発電所の建設によって荒
廃してしまった福井県「ニソの杜」の
再生についてのドキュメンタリー映
画を鑑賞します。環境や現代の文明
について話してみませんか時３月11
日㈯午後１時〜３時場柴崎学習館師
映画監督・野澤和之さん定30人（申
込順）申２月10日㈮から柴崎学習館☎

（524）2773へ

春の落語会
出演は立川志ら乃さん、立川志の太
郎さんほか対小学生以上の方時３月
18日㈯午後１時30分から場幸学習
館定100人（申込順）申２月10日㈮か
ら幸学習館☎（534）3076へ

ファーレぴかぴかアート
アートの清
掃後、ファー
レ立川アー
ト「バーコー 
ド・ブリッジ」
（写真）の作者・坂口寛敏さんのワー
クショップを行います対小学生以上
の方（小学生は保護者同伴）時３月５
日㈰午前10時〜午後４時30分〔昼食
付き。雨天時はワークショップのみで
午後２時から。清掃は３月12日㈰に
延期〕場女性総合センター集合定30
人（申込順）申「ファーレぴかぴかアー
ト参加希望」、住所、氏名、電話番号、
延期時の参加の可否を書いてファク
スで、ファーレ倶楽部事務局・平野さ
んFax042（386）4877へ問市地域文
化課・内線4501

子どもの権利講演会「赤ちゃ
んの力～肩の力をぬいて子育
てをするコツ教えます」

参加者同士の交流も楽しみながら、
子育て時期を楽しく過ごすヒントを
見つけます対市内在住・在勤で子育
て中の方時３月12日㈰午前10時〜
正午場子ども未来センター師工学院
大学准教授・安部芳絵さん費300円

（茶菓代）定25人（申込順）保20人程
度（０歳〜学齢前）申２月10日㈮から
子育て推進課・内線1340へ

いろんなお仕事のぞいちゃお
う！～トピアリーのお仕事編

養樹園の 
見学、植 
物を刈り 
込んで造 
形する「ト 
ピアリー」 
のミニ体験をします対小学３年生以
上時３月４日㈯午前10時〜11時30分
〔雨天時は３月11日㈯に延期〕場小
林養樹園（西砂町４丁目）師小林養樹
園・小林公成さん定15人（申込順）申
２月10日㈮から西砂学習館☎（531）
0431へ

3.11を考える「逃げ遅れる人 
々」上映会

障害があるということは、震災時に
普通以上のハンディとなる場合があ
ります。お子さんと一緒に鑑賞でき
ます時３月10日㈮午前10時30分〜
11時45分場柴崎学習館定30組（申
込順）申２月10日㈮から柴崎学習館☎
（524）2773へ

パパ同士で語ろう！☆パパトー
ク～親子 d

デ

e アナログゲーム

幼児から大人まで一緒に楽しめる
ゲームでコミュニケーション力や認
知的思考力などが育まれます。体感
しながら語り合いましょう対父親ま
たはこれから父親になる方時３月８
日・15日の水曜日、午後７時30分〜
９時（全２回）場女性総合センター
師NPO法人青梅こども未来代表理
事・稲葉恭子さんほか定15人（申込
順）保若干名（１歳〜学齢前） 申２月
10日㈮から電話、または氏名、連絡
先を書いてEメールで生涯学習推進
センター☎（528）6872 e shougai-
suishin@city.tachikawa.lg.jpへ

親子で楽しむ将棋教室
将棋を通じて、あいさつ、礼儀などを
学びます対小学生と保護者時３月12
日・19日の日曜日、午前10時〜正午
（全２回）場高松学習館師高松学習
館運営協議会会長・梅田茂之さん定
10組20人（申込順）申２月10日㈮か
ら高松学習館☎（527）0014へ

東日本大震災を忘れない・親
子「暗闇ナイト」

灯りのない夜を親子で体験し、夕食も
一緒にとります。震災当時の節電生活
をもう一度思い出してみませんか時
３月10日㈮午後６時〜８時場柴崎学
習館師都環境学習リーダー・山岸修
子さん費300円（材料代）定15組（申
込順）申２月10日㈮から柴崎学習館☎
（524）2773へ
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内 容 日時、定員、費用など

スポーツ体操 ３月１日㈬・8日㈬、午前９時30分～10時30分定各10人持 運
動ができる服装、運動靴（上履き）

編み物 ３月１日㈬・15日㈬、午前９時30分～正午定各10人

初級ヨーガ（中高
年女性）

３月１日㈬・15日㈬、午前10時30分～正午定各10人持 動きや
すい服装

カラオケレッスン ３月２日㈭・16日㈭、午後１時30分～２時30分定各５人

英会話 ３月３日㈮午前10時～正午定10人

ウッド・アート体
験（焼墨画） ３月４日㈯午後１時～４時定10人

太極拳 ３月６日㈪午前９時40分～11時40分定10人持 運動ができる服
装、運動靴（上履き）

リズム&ストレ 
ッチ体操（女性）

３月７日㈫・14日㈫・21日㈫、午前10時～11時15分定各５人持
動きやすい服装、バスタオル、レッグウォーマー

春を呼ぶおは
なし会

３月７日㈫▶第１部＝午前10時30分～11時定親子8組▶第２
部＝午前11時10分～午後０時30分師 語り手の会・おはなしブ
レーメン・曲田晴美さん定大人25人

ハープアンサンブ
ル公開演奏 ３月8日㈬午後１時30分～２時30分定30人

健康体操 ３月8日㈬午後１時30分～３時 持 動きやすい服装、運動靴 
（上履き）

英会話 ３月９日㈭午前10時～正午定５人　簡単な英会話～中学後半英語

お茶 ３月９日㈭・16日㈭・23日㈭、午後１時～５時定各30人

健康体操 ３月９日㈭・16日㈭、午後１時15分～２時45分定各５人持 動
きやすい服装、運動靴（上履き）

合唱 ３月10日㈮・17日㈮、午後２時15分～４時15分定各５人

ヨーガ教室（女性）３月10日㈮・17日㈮・24日㈮、午前10時15分～正午定各10人持
動きやすい服装、ヨガマット（バスタオル）

俳句初心者教
室 ３月14日㈫午前10時～正午費500円（資料代）定20人

パソコン体験
教室

３月14日㈫・28日㈫、午前10時～午後３時定各20人持 パソコ
ン（お持ちの方）

リズム＆ストレッ
チ体操

３月18日㈯・25日㈯、午前９時 30 分～11時持動きやすい服装、
運動靴（上履き）

社交ダンス ３月23日㈭・30日㈭、午後１時30分～３時30分定各20人持ダン
スシューズ〔30日㈭はダンスパーティー費500円（菓子代）〕

社 交 ダ ン ス パ ー
ティー ３月25日㈯午後１時30分～４時定60人

フラワーアレン
ジ メント「ギ フト
アレンジ」

３月28日㈫午前10時～正午費3,160円（材料代など）定４人持エ
プロン、はさみ、持ち帰り用袋　キャンセルは３月23日㈭まで

場いずれも錦学習館　申マークの催し（申込順）は、2月10日㈮から同館☎
（527）6743へ。そのほかは直接会場へ（先着順）

第31回みんなの錦まつり

作
品
展

内 容 日 時
同館で活動するサークルの皆さんの作品を
展示します。陶芸、クッキー、編み物の実
費頒布や、お茶会（菓子代 200 円）も

３月３日㈮～５日㈰、午前10時～午後４時
（３日は正午から、５日は午後３時まで）
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