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草笛の会代表・河津哲也さん 費 300

講座

円（受講料）定 15人（申込順）持 スト
ロー１本、手鏡、筆記用具 申５月10日

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

㈬から砂川学習館☎
（535）5959へ

キレイを引き出す色、気持ち
に寄り添う色、オンリーワン
の魅力を創る色！

民企画講座（たちかわ☆きらきら
カード対象講座）

対 中学生以上の方 時６月13日〜７月

18日の火曜日、午後７時〜９時（全６
回）場 高松学習館 師 立川市奇術愛好
会の皆さん 費 2,000円（教材代）定 20
人（申込順）持 のり、はさみ、セロハン
テープ 申５月10日㈬から高松学習館
☎
（527）
0014へ

10時〜正午（全３
回）場 女性総合センター 師 色彩コンサ
ルタント・鶴巻亜記さん 定 30人（申込
順）保 若干名（１歳〜学齢前）申５月
10日㈬から生涯学習推進センター☎

女性活躍推進のポイントと実
践事例

（528）6872へ

訳が必要な方は、開催日の16日前ま
でにお申し込みください 対 事業主、企
業の人事・労務担当者、
テーマに関心
のある方 時▶女性活躍推進の意義と
ポイント＝6月8日㈭午後２時30分〜
４時30分▶女性が輝く職場づくり＝
６月19日㈪午後２時30分〜４時30
分 場 国分寺労政会館（国分寺市南町
3-22-10）師 ワーク・ライフバランス
コンサルタント・二瓶美紀子さん 定 各
75人
（申込順）申 都労働相談情報セン
ター国分寺事務所☎042（323）8511
へ。
「 TOKYOはたらくネット」のホー
ムページからも申し込みできます 問
市男女平等参画課☎
（528）6801

楽しい草笛♪～葉っぱで音楽
を！
シバブエの吹き方を学びます。企画・
運営は生涯学習市民リーダーの会 時
６月７日・14日の水曜日、午前10時
〜正午（全２回）場 砂川学習館 師 関東

フードバンクを知ろう
まだ食べられるのに廃棄せざるを得
ない食べ物を必要な施設や人に届け
る活動「フードバンク」について学び
ます。
また、
「フードドライブ」
（食品寄
贈）を実施します。
ご家庭などで余っ
ている食べ物があればお持ち寄りく
ださい
（賞味期限まで１か月以上ある
未開封のもので、生鮮食品以外のも
の）時 ６月10日㈯午後２時〜４時 場
柴崎学習館 師 NPO法人セカンドハー
ベストジャパン・田中入馬さんほか 定
25人（申込順）持 筆記用具 申 5月10日
㈬から柴崎学習館☎
（524）2773へ

男のエコ・クッキング
旬の材料を無駄なく使うなど「エコ」
をテーマにした料理を習います。メ
ニューは中華風エビマヨ、
エビ殻と生
椎茸のスープなど。協力は「気軽にで
きる男の料理」サークルの皆さん 対
20歳以上の男性 時６月17日㈯午前９

第37回 西砂学習館まつり
場 いずれも西砂学習館

申 マークの教室
（申込順）は5月10日㈬から同館☎

（531）
0431へ。
そのほかは直接会場へ。

展示・発表会など
日
時
作品展（油絵、書道、陶芸、押し花、水彩画、
パッチワーク、写真、フラワーアレンジメント） 5月26日㈮〜28日㈰、午前10時〜午後
4時
近隣保育園園児の作品展、近隣施設の紹介
5月26日㈮〜28日㈰、午前10時〜午後
リサイクル本の配布（西砂図書館）
5時
移動児童館（西砂児童館）
5月27日㈯午後1時〜4時
大人のためのおはなし会（たんぽぽ読書会）
5月27日㈯午後2時から
産直野菜、陶芸ほかの実費頒布（有料）
5月28日㈰午前10時から
喫茶室（有料・楽しいパン作り）
5月28日㈰午前11時～午後4時
サークル発表会（コーラスやリコーダー、南京玉
すだれの演技、フラダンス、和太鼓、オカリナ）5月28日㈰午後1時〜4時
アトラクション（ピアノ・ミニコンサート）
体験教室

日時・定員・費用など

申 親子体操
（西砂ふれあい 対 2歳6か月くらいの子どもと保護者 時 5月26日㈮午前10
体操友の会）
時〜11時30分 定 10組

指圧（立川指圧健康友の会） 時 5月28日㈰午前10時〜正午
押し花体験（立川押し花アー
時 5月28日㈰午前10時〜午後4時 費 100円
（材料代）
トの会）
申 南京玉すだれ体験
（南京 時 6月3日㈯・14日㈬、午後2時〜4時 費 300円（すだれの
玉すだれアーチストの会） 替糸代）定 各10人
時 6月8日㈭・13日㈫①午前10時30分〜正午②午後1時
申プリザーブドフラワー体験 30分〜3時 費 2,000円
（花材・資料代）定 各5人 持 持ち帰
（フラワーサークル桜）
る袋、雑巾、
ワイヤーが切れるはさみ、
またはペンチ 申 4日
前まで
えんじゅ

申コーラス
（コーラス 槐 ）

わ創造舎」
のホームページ申込フォー

学習市民リーダー・片山真理子さん
費 1,000円
（材料代）定 10人（申込順）
持エプロン、
三角巾、
タオル 申５月10日
㈬から高松学習館☎
（527）0014へ

ムから、
または電話でたちかわ創造舎
☎
（595）6347へ

講演会
「立川歴史探訪」

地域の歴史をよく知る方の話や図書
色彩の効用を学び、 館が所蔵する資料から、地域の成り
コミュニケーショ
立ちを学びます 時６月11日㈰午後２
時〜３時30分 場 錦学習館 師 立川民俗
ンにも活かしてみ
の会会長・豊泉喜一さん 定 30人（申
ませんか 時６月13
日・2 7日、７月1 1
込順）申５月10日㈬から錦図書館☎
日の火曜日、午前 （525）7231へ

奇術初心者講習会

働き方改革最大のポイント「女性活
躍推進」について解説します。手話通

時30分〜正午 場 高松学習館 師 生涯

時 6月10日㈯午前10時〜正午 定 10人

パソコン講座
「0からのパソコ
ン入門」

うたごえ広場 in 錦学習館･紫
陽花
懐かしい歌を一緒に歌いませんか。簡
単な体操も行います 時６月７日㈬午
後２時〜３時30分 場 錦学習館 師 立川
オペラアカデミー会員・丸山和子さん
定 30人
（申込順）申５月10日㈬から錦
学習館☎
（527）6743へ

たちかわまちの案内人オリジ
ナル観光まち歩き
「たちかわ
アートと二十四節気めぐり」

対 パソコンを初めて使う方 時５月30

コースは、市役所正面アート〜南極・
北極科学館〜自治大学校中庭アート

日㈫、
６月１日㈭・２日㈮、午前10時
〜正午（全３回）場 砂川学習館 師 生涯
学習市民リーダーの皆さん 費 500円
（資料代）定 10人（申込順）申５月10
日㈬から砂川学習館☎
（535）5959へ

〜ファーレ立川アート〜市内鮨店で
昼食 時６月７日㈬午前９時30分〜午
後１時30分〔雨天実施〕場 市役所正
面玄関集合 費 1,300円（資料代、昼食
代）定 20人（申込順）申 立川観光協会
☎
（527）2700へ

催し
自転車によるまち回遊
「たちポ
タ」
～音楽の道ツアー

立川市役所ロビーコンサート
国立音楽大学学生によるクラリネット
四重奏。
曲は
「タンゴの歴史」
「 魔女の

宅急便メドレー」
ほか。
直接会場へ 時
５月22日㈪午後０時20分〜０時50分
などの音楽にまつわるスポットを巡り、 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
昼食後にはファーレ立川アートを鑑
賞します 対 10歳以上の自転車に乗れ
平和人権16ミリ金曜ロードシ
る方（小学生は保護者同伴）時５月27
ョー
日㈯午前９時50分〜午後２時（雨天
1956年の八海事件を描いた作品、
の場合、翌日に延期）場 国営昭和記念
費
公園花みどり文化センターに集合
「 真 昼の暗 黒 」を上 映します 時 ５月
1,000円（昼食代、保険代、資料代）定
26日㈮午後１時30分〜３時40分 場
25人（申込順）持 自転車（競技車両不
柴崎学習館 定 30人
（申込順）申５月10
可）、ヘルメット
（貸出あり）申「たちか
日㈬から柴崎学習館☎
（524）
2773へ
東京ヴェントスの選手による安全講
習後、阿豆佐味天神社、国立音楽大学

第35回 高松学習館文化祭
場 いずれも高松学習館

申マークの教室
（申込順）
は、5月10日㈬から同館☎

（527）0014へ。
そのほかは直接会場へ。
▷は体験型、
▶は見学型です。

作 同館で活動するサークルの皆さんの作品 ５月19日㈮〜21日㈰、午前10時〜午後４
品
展 を展示します。手作り品の実費頒布あり 時30分（21日は午後４時まで）
内 容

日時・定員・費用など

▷気功

6月2日㈮午後2時〜3時 持 動きやすいズボン、飲み物

▶ポルトガル語

6月2日㈮午後7時〜8時

▷申 油絵

6月3日㈯午前10時〜正午 定 10人

▶三味線

6月3日㈯午後3時〜4時

▷リズム気功

6月5日㈪午前10時30分〜11時55分

▶申 ハングル

6月5日㈪午後2時30分〜4時30分 定 10人

▷ 申 ト ー ル ペ イ ン 6月6日・20日の火曜日、午前10時〜正午
（全２回）費 1, 000
ティング
円（材料代）定 10人
▷▶手話
公
開 ▷申 採拓・裏打
教
室
▷申 英会話

6月7日㈬午前10時〜正午
6月7日㈬午前10時〜正午 費 500円
（材料代）定 10人 持 裏打
希望者は材料持参
6月7日㈬午後1時30分〜3時30分 定 10人 持 筆記用具、あ
れば辞書
（電子辞書可）

▶中国語

6月7日㈬午後1時30分〜3時30分

▷申 女声合唱

6月16日㈮午前10時〜正午 定 10人

▷申 囲碁入門

6月17日・24日の土曜日、午後2時〜4時（全２回）定 7人

▷申 俳句初心者教室

6月18日㈰午前10時〜正午 費 500円
（資料代）定 10人 持 筆記
用具、俳句1句

▶ウクレレ

6月18日㈰午後1時30分〜3時

▶琉球古典音楽

6月18日㈰午後2時〜4時

▷手話

6月22日㈭午後7時〜8時30分

▶マンドリン

6月25日㈰午後1時30分〜5時
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