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講座

古事記を読もう

マークは郷土の理解を深める講
座などを行う
「立川市民科」
です。
マークはたちかわ☆きらきらカー
ドの対象の
「市民企画講座」
です。

砂川空襲の記録〜ビデオ上映
とフィールドワーク
「4月24日空襲の記録」
を上映し、134
人以上が犠牲となった空襲について
考えます 時４月23日㈰①ビデオ上映
＝午後１時30分〜２時30分②フィー
ルドワーク＝午後２時30分〜４時 場
幸学習館 師 多摩地域の戦時下資料研
究会・楢崎茂彌さん 定 ①50人（先着
順）②30人（申込順）申 ②のみ４月11
日㈫から幸学習館☎
（534）
3076へ

環境学習講座「たちかわ・こ
どもエコクラブ」
田植え体験、生き物観察などの自然
体験学習、環境フェア参加など、年間
を通じて活動します 対 小学３年生以
上（保護者も参加可）時 ①５月13日㈯
午前９時30分〜正午②６月４日㈰ほ
か全７回予定 場 立川公園、錦学習館
ほか 師 環境省環境カウンセラー・山
岸修子さん 費 料理を作る回は材料代
実費 定 20人（申込順）持 汚れてもい
い服装 申４月11日㈫から錦学習館☎
（527）
6743へ

開放された歓び／西洋美術史
「ルネサンス」①
ボッティチェリ、
レオナルド・ダ・ヴィ
ンチを鑑賞しながらルネサンスとは
６
何かを学びます 時５月15日・29日、
月５日・19日、
７月３日・31日の月曜
日、午後２時〜４時（全６回）場 女性総

これからの生活とお金の話

国の成り立ちや神話が記されている
古事記の心と言葉を読み解きます 時
５月12日、
６月16日、
７月14日の金
曜日、午後２時〜４時（全３回）場 高
松学習館 師 國學院大學兼任講師・伊
藤高雄さん 費 1,500円（受講料）定
30人（申込順）保 若干名（１歳〜学齢
前）申４月11日㈫から高松学習館☎
（527）
0014へ

森田さんちの癒やしのお庭

うたい

能の魅力・謡と舞を中心に
能の解説を聞いた後、実際に謡と仕
舞を鑑賞します。企画・運営は、立川
謡曲会 時５月20日㈯午後２時〜４時
場 女性総合センター 師 武蔵野大学
教授・三浦裕子さん 費 1,000円（受講
料、資料代）定 120人（申込順）申４月

お金をかけないで四季を楽しめる庭
作りの秘訣を、講師宅（砂川町）のお
庭を見ながら学びます 時５月20日㈯
午後２時〜４時 場 上水自治会館（砂
川町６‑36‑16）ほか 師 園芸愛好家・
森田安雄さん 費 550円（受講料、保
10日㈪から生涯学習推進センター☎
険料）定 15人（申込順）申４月10日㈪ （528）6872へ
から生涯学習推進センター☎（528）

かわ創造舎☎
（595）6347へ

女性再就職講座
東京しごとセンター多摩と共催。受講
には東京しごとセンターの利用登録
が必要です（当日登録可）場 いずれも
女性総合センター 申 東京しごとセン
ター多摩☎042（329）4524へ〔午前
９時〜午後８時。土曜日は午後５時ま
で。
日曜日、祝日を除く〕問 同センター
☎042（329）4524、市男女平等参画
課☎
（528）6801
●再就職支援セミナー 働く女性を
取り巻く環境を理解するとともに、
自

分らしい仕事の選び方、
成果を出す就
職活動の進め方を学びます。
セミナー
終了後、就業個別相談会を実施 時５
月８日㈪午後１時〜３時30分 師 キャ
リアコンサルタント・リー寿美子さん
定▷セミナー＝50人▷個別相談会＝
スポーツサイクルが最短で上
10人（いずれも申込順）保 10人程度
6872へ
手になる！
「じてんしゃの学校」
（1歳〜学齢前）
読み聞かせ講座 入門編
スポ ーツ自転 車 に乗り始めておお
●再就職スタートアップコース 再
絵本の持ち方・読み方・選び方など、 むね２年未満の方を対象に、交通マ
就 職 のための 心 構えやビジネスマ
対
読み聞かせの初歩を学びます お子
ナー、
自転車を操る知識とスキルなど
ナー、
パソコン操作を学びます 時５月
さんが通学している小学校で絵本の
を学びます。参加者のレベルに応じて、 22日㈪〜26日㈮、午前10時〜午後４
４月24日
読み聞かせをしている方、
これから予
小グループで指導します 時４月22日、 時（全５回）定 25人〔選考。
５月６日、
６月３日、
７月29日の土曜
㈪・26日㈬・28日㈮、
５月10日㈬のい
定している方 時 ５月16日㈫午前10
時〜正午 場 中央図書館 定 30人（申込
日、午前10時〜午後１時 場 たちかわ
ずれかに事前面接〕保 10人程度（１歳
順）申４月11日㈫から中央図書館☎
創造舎（旧多摩川小）費 各回3,000円
〜学齢前）
（528）
6800へ
レーほか。直接会場へ 時４月12日㈬
癒しのハーブ講座〜緑のある
催し
午後０時20分〜０時50分 場 市役所１
生活
階多目的プラザ 問 立川市地域文化振
まち こころ 花めかそう！春
興財団☎
（526）1312
日々の 生 活にハーブを取り入 れま
しょう。寄せ植えの実演や座学でハー
ブの正しい知 識と利用方 法を学び
ます 時５月11日・18日・25日の木曜
日、午前10時〜正午（全３回）場 柴崎
学習館 師 メディカルハーブコーディ
ネーター・中川清美さん 費 1,200円
（ハーブ苗代）定 20人（申込順）保 若

合センター 師 美術ジャーナリスト・斎
藤陽一さん 費 3,000円（受講料）定 30
人（申込順）保 若干名（１歳〜学齢前） 干名（１歳〜学齢前。おやつ、飲み物
申４月10日㈪から生涯学習推進セン
持参）申４月11日㈫から柴崎学習館☎
（524）
2773へ
ター☎
（528）
6872へ

たま夢婚 昭和記念公園で公開結婚式
市内在住の内木さん夫妻の公開結婚式
「た
ま夢婚」
が、
3月25日に国営昭和記念公園で行
われました。
「たま夢婚」
は多摩地域のホテル
や結婚式場などで構成するTAMAウエディン
グ推進会が企画したもので、
応募した15組の
中から、
内木さん夫妻が選ばれました。
晴天の
中、
招待客約40人のほか、
公園に来ていた家
族連れなどが二人を見守り、
祝福していました。

プレミアム 「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」
婚姻届
地方創生大賞を受賞
地域に眠る名品とそれを支える取り組
みなどを表彰する
「ふるさと名品オブ・ザ・
イヤー」の表彰式が3月21日に都内で行
われ、立川市の「プレミアム婚姻届」がコ
ト部門の地方創生大賞を受賞しました。
プレミアム婚姻届は、婚姻届を記念と
して手元に残すことができるようにしたもので、現在までに1,700部を販売。
好評につき、現在は在庫がありませんが、5月上旬に販売（1,000部）
を再開
する予定です。
くわしくは市ホームページをご覧ください。

9

目まぐるしく変化する金融情勢や金
融商品、相続・贈与等について、基礎
から学びます 時５月10日・17日・24
日の水曜日、午後２時〜３時30分（全
３回）場 錦学習館 師 シニアファイナン
シャルプランナー・斉川幹也さん 定
20人（申込順）申４月11日㈫から錦学
習館☎
（527）6743へ

（参加費）定 各30人（申込順）申 たち

平成29年
（2017年）
4月10日
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フローラルサンサ

あけぼの商店街振興組合が主催。春
のサンサンロードでオープンカフェを
開店します。大道芸や国立音学大学
の学生による演奏もあります。直接会
場へ 時４月22日㈯・23日㈰、午前11
時〜午後４時 問 あけぼの商店街振興
組合☎（525）3222、市産業観光課商
工振興係・内線2644

平和人権映画会
「教えられな
かった戦争 侵略・マレー戦」
時４月29日（土・祝）午後２時〜３時45
分 場 柴崎学習館 定 50人（申込順）申
４月11日㈫から柴崎学習館☎（524）
2773へ

押し花でしおりを作ろう〜読
書を楽しく！

ピアノ五重奏です。出演は「イル・フィ
オーレ」
（ピアノ、
ヴァイオリン、
ヴィオ
ラ、
チェロ）。曲は
「アイネ・クライネ・ナ

季節の花を使って押し花のしおりを
作ります 対 小学生以上の方 時５月14
日㈰午後２時〜３時30分 場 柴崎学習
館 師 生涯学習市民リーダー・関根トヨ
（申込順）申４月11日㈫
子さん 定 10人

ハトムジーク」、日本の四季の歌メド

から柴崎図書館☎
（525）
6177へ

立川市役所ロビーコンサート

国立音楽大学主催のコンサート＆公開レッスン
会場は全て国立音楽大学（柏町５‑５‑１）対ファミリー・コンサートを除き小
そのほかは直接会場へ（先着順）。
くわし
学生以上の方 申 は申込制（申込順）。
くは、
「 国立音楽大学」のホームページをご覧ください 問 国立音楽大学演奏
センター☎（535）9535、市地域文化課・内線4502
内 容
日 時
ラドヴァン・ヴラトコヴィチ ５月
午後１時から
ホルン公開レッスン
19日㈮

費 用
無料

申 親子で楽しめる国立音楽
①午前11時から（未就学児向け） 500 円
５月
大学ファミリー・コンサート
（中学生
21日㈰
②午後３時から（小学生以上向け） 以上）
2017

パスカル・ドヴァイヨン
ピアノ公開レッスン

５月
午後４時30分から
29日㈪
６月
申 中学・高校生のための国
午前10時30分から
３日㈯
立音楽大学オーケストラ
６月
ワークショップ2017
午前10時30分から
４日㈰

無料

500 円

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

