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立川市所蔵絵画展

直接会場へ
時5月17日
㈬～28日㈰、
午前10時～
午後5時〔サ
ブホールでの
展示は25日まで〕場たましんRISURU
ホールサブホール、ギャラリー問立川
市地域文化振興財団☎（526）1312

第24回たちかわアートギャ
ラリー展

「描く喜び、見る楽しみ」がテーマの絵
画展です。立川市所蔵絵画展と同時
開催。直接会場へ時5月20日㈯～28
日㈰、午前10時～午後5時〔28日は午
後3時まで〕場たましんRISURUホー
ル展示室問立川市地域文化振興財団
☎（526）1312

まんがぱーく大市

ステージショー、キッチンカー、立川
産野菜の販売など。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、「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時5月7日㈰午
前9時～午後3時〔小雨実施〕場子ど
も未来センター芝生広場問子ども未
来センター☎（529）8682

東日本大震災復興支援チャリ
ティーコンサートvol.12

出演は国立音楽大学卒業生、管打楽
器アンサンブル「こぶしぶらす」の皆
さん。曲目は「前

ぜん

前
ぜん

前
ぜん

世
せ

」「恋」「365日」
「ふるさと」ほか。会場で募る義援金
の一部は、東日本大震災の復興のた
めに寄付します。直接会場へ時4月30
日㈰▷午後1時30分～2時▷午後3時
～3時30分〔雨天中止〕場立川髙島屋
1階正面玄関前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

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）。
●Alive English～音楽で「英語の魅
力」に触れよう　対18歳～60歳の方
時5月13日㈯午後２時～３時30分場
子ども未来センター費800円（資料代、
お茶代）問音楽地図・長谷川さん☎
080(3351)1205

市指定有形文化財「小林家住
宅」屋根葺き替え工事見学会

茅
かや

葺
ぶ

き屋根の葺き替え工事の様子を
解説付きで見学します。直接会場へ
時5月20日㈯▷午前10時30分～11
時30分▷午後1時30分～2時30分。
いずれも受け付けは30分前から〔雨
天の場合は6月3日㈯に延期〕場川越

道緑地古民家園師立川市文化財保護
審議会委員・稲葉和也さん定各20人
（先着順）持長袖・長ズボンで汚れて
もよい服装、運動靴問歴史民俗資料
館☎（525）0860

立川フラメンコ2017

華やかな衣装を着た500人の踊り手
によるストリートフラメンコやライブ
です。また、5月2日㈫午後5時～9時
にJRAウインズA館で前夜祭を開催し
ます時5月3日（水・祝）午前11時～午後
4時ごろ場JR立川駅南口すずらん通
りほか問TTM㈱☎（524）5787、市産
業観光課商工振興係・内線2644

T.A.F. 創業セミナー

立川市、昭島市、福生市の３市連携で
開催。①～④のセミナーは特定創業
支援事業の対象で、全て受講した方
は優遇策が受けられます時下表の通
り場昭島市松原町コミュニティセン
ター学習室（昭島市松原町1-3-10）師
NPO法人MY style@・竹内千寿恵さ
んほか費①～④各1,000円（受講料）定
各20人（申込順）申各講座の開催２日
前までに電話、または氏名、連絡先を書
いてEメールで昭島市市民部産業活性
課☎（544）5111 e sangyokasseika@
city.akishima.lg.jpへ問市産業観光
課商工振興係・内線2644

生物多様性講演会「造形作家の
視点から見る生き物のかたちと
くらし」～多摩地域の生き物たち

造形作家の視点から生き物の構造
や機能についてお話しします時5月
21日㈰午前10時～正午場女性総合
センター師造形作家･松村しのぶさ
ん定100人（申込順）申電話、または
「生物多様性講演会」、氏名、連絡先
を書いてEメールで、環境対策課･内
線2244 e kankyoutaisaku@city.
tachikawa.lg.jpへ

多摩川の自然観察 

河原を散策して、野生の草花などを
観察します対市内在住の方（小学生
以下は保護者同伴）時5月28日㈰午
前10時～午後1時〔小雨実施〕場柴崎
市民体育館正面入り口集合～立日橋
下～たまがわ・みらいパーク解散（約
4km）師緑花文化士・池村国弘さん定
20人（申込順）持雨具、帽子、飲み物、
カメラ（観察用のルーペなどもあると
便利）申4月25日㈫から歴史民俗資
料館☎ （525）0860へ

名刺で広げよう友だちの輪！

オリジナル名刺をワードで作成しま
す時5月30日㈫午後1時30分～3時
30分場砂川学習館師生涯学習市民
リーダー・森亜記子さん費500円（受
講料、テキスト代）定10人（申込順）申
4月25日㈫から砂川学習館☎ （535）
5959へ

パソコンでポッケに入るミニ
アルバム集作成

カード大のミニアルバムを作り、家族
や友だちと楽しみましょう時6月2日
㈮午後1時30分～3時30分場砂川学
習館師生涯学習市民リーダー・大橋
正彦さん費500円（受講料、テキスト
代）定10人（申込順）申4月25日㈫か
ら砂川学習館☎ （535）5959へ

講座

　身の回りの環境への感性や観察
力を養い、自らの行動を考え、環境
の大切さを広めていける方の養成
を目的に年10回程度開催していま
す。対象講座を受講してスタンプ

を集めると、「たちかわエコパート
ナー」として認定されます。日程な
どくわしくは、市ホームページをご
覧ください問環境対策課環境推進
係･内線2244

　春先から初夏の玉川上水で見
られる生き物や草花について学び
ます対市内在住･在勤･在学の方
時5月13日㈯午前9時30分～11
時30分場こんぴら橋会館定20人

（申込順）申電話、または「自然観
察会」、氏名、連絡先を書いてEメー
ルで、環境対策課環境推進係･内線
2244 e kankyoutaisaku@city.
tachikawa.lg.jpへ

いずれも場柴崎学習館▶作品展=5月24日㈬～28日㈰、午前9時～午後5時
〔陶芸作品の実費頒布は28日㈰午前9時～午後5時。なくなり次第終了〕▶
演芸会=5月27日㈯午後1時～5時▶音楽会=5月28日㈰午前10時～午後4
時（ドリンクやクッキーの販売あり）申マークの催しは、4月25日㈫から柴崎
学習館☎（524）2773へ（申込順）。そのほかは直接会場へ（先着順）。

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。

たちかわエコパートナー講座

玉川上水自然観察会 催し名（実施団体） 日時・定員・費用など

申書画の裏打教室
（立川表装友の会）

両日とも午後１時～４時に実演、見学、説明会時５
月20日・27日の土曜日、午前９時10分～正午定10人
費100円（材料代）

はるのおはなしかい
（おはなしころりん） 時５月20日㈯午前11時～11時45分定30人

「すわっ祭」ダンスパーティー
（ルネサンスダンスサークル）

時５月20日㈯午後１時～５時師立川市ダンススポー
ツ連盟・田中潔さん、北川由美子さん定30人持ダン
スシューズまたは革靴

申“終活”いつから？今です！
（多摩ホスピスの会）

時５月20日㈯午後２時～３時30分師弁護士・植木則
和さん定30人

図書館の便利な使い方を体験
しよう

時５月24日㈬▷午前10時30分～11時30分▷午後１時
30分～２時30分問柴崎図書館☎（525）6177

申パソコンで挿絵の入ったメ
モ帳作成（パソコン勉強会）

時５月24日㈬午前10時～正午費300円（資料代、材料
代）定14人

トリム体操体験教室
（立川トリム神無月）

時５月24日㈬午後１時30分～３時30分定10人持バス
タオル、飲み物、運動靴（上履き）

パッチワークサークルの見学
（キルトサークルみつばちパッチ）時５月26日㈮午前10時～正午定10人

申“タイム”が導いたガーナ共
和国とその人々の魅力（立川イ
ングリッシュチャットルーム）

時５月27日㈯午前10時～正午師東京大学研究員・ヤ
オ・アジメンさん定10人

申クッキーづくりで交流 時５月27日㈯午後２時～５時師生涯学習市民リー
ダー・井口あつ子さん費100円（材料代）定16人

くわしくはお問い合わせください。
●コミュニケーション・スクール「ぷ
れいご」　英語コンプレックスを遊び
ながらなくす、英語と演劇の複合ワー
クショップです対中学生以上（英語レ
ベル、演劇経験は問いません）時6月
3日・10日・17日・24日の土曜日、午後
2時～4時（全4回）場子ども未来セン
ター費15,000円（受講料）定10人（申
込順）申6月2日㈮までに電話、または
ホームページでたちかわ創造舎へ

●ほうかごシアター「よみしばい　走
れ!メロス!」　子どもも大人も楽しめ
る演劇公演。太宰治の短編小説「走
れメロス」を疾走感あふれる作品に
しました。直接会場へ時5月23日㈫
午後4時30分～5時10分場たちかわ
創造舎（旧多摩川小）費400円（中学
生以下200円、3歳以下無料。子ども
が無料で観劇できる「あしながチケッ
ト」あり）※5月21日㈰午後1時30分
から、子ども未来センターでも上演。

イベント
紹介

☎（595）6347
HP「たちかわ創造舎」で検索

テ ー マ 日 時
①ビジネスプランの見え
る化～コンセプトづくり

５月13日㈯
午後１時～４時

②夢のそろばん化～収
支計画

５月20日㈯
午後１時～４時

③事業を担うチームづ
くり

６月３日㈯
午後１時～４時

④ソーシャル時代の
マーケティング

６月10日㈯
午後１時～４時

⑤事業計画発表 ６月24日㈯
午後１時～４時

野見山暁治 作 「束の間」

柴崎学習館まつり「第40回すわっ祭」

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

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
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