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講座

女性のためのエンパワーメン
ト講座

マークはたちかわ☆きらきらカー
ド対象の「市民企画講座」です。企
画している
「たちかわ市民交流大学」
は10周年を迎えました。

アンコール・ワットの謎に挑戦

原爆の図〜丸木位里と俊

講演会〜あなたの ９月23日（土 祝）
1 能力アップに必要 午後１時30分〜
３時30分
なこと

画家の丸木位里さん・俊さんが描い
た絵画「原爆の図」について、全国を
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様々な女性の課題 ９月29日㈮
を探そう
午前10時〜正午

巡った展覧会の歴史や絵画表現につ
いて学びます 時９月22日、10月20日、
11月17日、12月15日の金曜日、午後
２時〜４時（全４回）場 柴崎学習館 師
原爆の図丸木美術館学芸員・岡村幸
宣さん 定 25人（申込順）保 若干名（１
歳〜学齢前）申８月10日㈭から柴崎
学習館☎
（524）
2773へ
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ワークショップと企 10月13日㈮
画について学ぼう 午前10時〜正午
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企画をたてよう。企画 10月27日㈮
内容・企画書の作成 午前10時〜正午

データベースから見る街中のお
もしろ生き物〜観察もしてみよう
市がムシムシ探検隊・立川と協働で
作成する
「いきものデータベース」の
関連企画として、生物多様性を学ぶ
講演会と観察会を開催します 時・場
８月27日㈰▷講演会＝午前９時30
分〜10時30分、錦学習館▷観察会＝
午前11時〜午後０時30分、矢川緑地
（羽衣町3‑26）師 自然観察ライター・
川上洋一さん 定 20人（申込順）申 電

師 立川民俗の会の皆さん 費 大人500

円、子ども300円（材料代）定 30人（申
ワークショップの企画・開催を通し
込順）持 エプロン、バンダナ（スカー
て、自分を見直し、長所や適性を磨き、 フ）、
タオル 申８月10日㈭から歴史民
俗資料館☎
（525）0860へ
自己分析力や企画力、自己表現力な
どを身に付ける連続講座です。初回
国際理解講座「ガムランって
の「講演会〜あなたの能力アップに

必要なこと」
は１回のみの参加ができ
カンボジア王国政府のアンコール地
ます（30人。申込順）。女性の視点を
域遺跡保存整備機構と上智大学によ
活かす会・アエネとの共催 時 下表の
通り
（全８回）場 女性総合センター 師
る遺跡整備活動等の話を聞きます 時
９月12日、10月３日・10日の火曜日、 ジャーナリスト・福沢恵子さん、
プラン
午後６時30分〜８時30分（全３回） ニングアドバイザー・結城美惠子さん
場 女性総合センター 師 上智大学アジ
定 30人
（申込順。
０歳児同席可）保８
ア人材養成研究センター所長・石澤
人（１歳〜学齢前）申８月10日㈭から
男女平等参画課☎
（528）6801へ
良昭さん 費 1,500円（受講料）定 35人
（申込順）申 ８月10日㈭から生涯学
回
テーマ
日時
習推進センター☎
（528）
6872へ

10時〜午後１時 場 歴史民俗資料館

5 プログラムをつくろう

11月10日㈮
午前10時〜正午

11月24日㈮
6 ポスターをつくろう
午前10時〜正午
12月３日㈰
みんなが主役のワー
午前10時〜午後
7
クショップ開催
３時
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ワークショップを終 12月８日㈮
えて〜評価・反省 午前10時〜正午

おもしろ樹木に会いにゆこう
樹木の楽しい表情を眺めてみません
か 時９月２日㈯午後２時〜４時 場 女
性総合センター 師 樹木医・岩谷美苗
さん 定 40人（申込順）保７人程度（１
歳〜学齢前）申８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

子育て世代のくらしエンジョイ講座
第１回。バランスボールを使ってリフ
レッシュしましょう 対 学齢前の子ど
もがいる母親 時９月２日㈯午前10時
〜正午 場 女性総合センター 師 多摩き
どんな音楽？」
た生活クラブ生協まち立川の皆さん
インドネシアに古くから伝わる音楽、 定 15人（申込順）保５人程度（１歳〜
タオル、
ガムランのお話と演奏を聴きます。実
学齢前）持 運動しやすい服装、
飲み物 申８月10日㈭から生活安全課
際に楽器に触れ、異国の音楽を体験
消費生活センター係〔女性総合セン
できます 対 小学生以上 時 ９月18日
(月・祝)午後１時〜３時 場 国立音楽大学
ター５階〕☎
（528）
6801へ
（柏町）師 国立音楽大学教授・横井雅
募集
子さん、バリ・ガムラン研究会の学生
の皆さん 定 20人（申込順）申８月10日
「防犯啓発ステッカー・マグ
㈭から幸学習館☎
（534）3076へ

ネットシート」掲示事業者

男の料理教室「ふじみクッキ
ング」

域の防犯対
策を推進す
るため、
バイ

0311へ

車の使用を伴う業務を行う事業者 申
生活安全課生活安全係・内線2546へ

農業を初歩から学びませんか
（援農ボランティア基礎講座）
プロの農家の方からの講義や実習を
通して、農作業の知識や技術を身に
付けることができます。
講座を受講し
た方は希望により、
市内で援農ボラン
ティア活動ができます。
援農ボランティ
アとは、
農業に関心がある方が農家の
仕事を無償で手伝う活動です 時 平成
30年３月までに計６回
〔１回目は９月
30日㈯。
２回目以降の日程は１回目の
講習でお知らせします〕場 幸町５丁目
（抽選）申９
ほか
（駐車場あり）定 20人

対 市内在住の小学生以上の方
（小学

月８日㈮
〔必着〕
までに住所、
氏名
（ふり
がな）
、
年齢、
電話番号を書いて郵送で

lg.jpへ

生は保護者同伴）時９月10日㈰午前

産業観光課農業振興係・内線2650へ

☎
（548）4456
●第２回市民のためのストレス対処講
座 NPO法人認知行動カウンセリング
この欄の情報の連絡・交渉は当事者間で。
研究会が主催。テーマは「ストレスとか
市は関与しません。
らだの関係」。
ストレス時の身体の反応
を知り、
操体法などの簡単なケアを体験
まちのお知らせ
します 時８月26日㈯午前９時30分〜正
●美術作品公募 三多摩美術家連盟が
午 場 女性総合センター 師 精神保健福祉
主催する第41回三多摩美術家展〔10月
士・津田真人さん 費 200円（資料代、保
（申込順）申 横内さん☎080
険料）定 15人
5日㈭〜13日㈮〕に出品しませんか 時 9
月30日㈯午前10時〜午後6時に搬入 場
（5055）
9620
たましんRISURUホール地下展示室 費
●2017平和をめざす戦争展 in 立川
6,000円
（出品料。
学生は3,000円）定 30
平和を考える市民の会が主催。過去
（525）
8505
人
（申込順）申 影山さん☎
と現在の戦争の実態を展示し、日本国
●カウンセリング講演会・相談会「より
憲法の平和条項の意義と役割を子ど
良い関係を築くヒント」 NPO法人ライ
もたちも含め、多くの市民の方と考え
ブリーが主催。人間関係に悩む人が増
ます。直接会場へ 時８月25日㈮〜27日
えています。生活の中でどうすれば良い
㈰、午前10時〜午後７時 場 女性総合セ
関係が築けるか、心理カウンセリングの
ンター１階ギャラリーほか 問 龍田さん☎
（537）6423
視点から考えます 時９月８日㈮午前10
時〜正午（終了後に無料相談会）場 たま
●ファーレ立川アート・ナイトツアー（食
しんRISURUホール 師 家庭相談室・坂
事付き） ファーレ倶楽部が主催。夜の
田雅彦さん 定 70人（申込順）申 内田さん
ファーレ立川アートを鑑賞後、パレスホ
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平成29年
（2017年）
8月10日

市は、
子ども
の安全と地

夏休みに孫と一緒に楽しめる
「お米ピ
ザ」
を作ります 対 市内在住のおおむね
60歳以上の男性の方 時 ８月21日㈪
午前９時30分〜午後１時 場 総合福祉
センター 師 MOA美術文化インストラ
クター・土屋たけ子さん 費 500円（材
料代）定 20人（申込順）申 南部西ふ
じみ地域包括支援センター☎（540）

話、または住所、氏名、年齢を書いて
Eメールで環境対策課・内線2244 e
kankyoutaisaku@city.tachikawa.

手打ちうどん作りと十五夜飾り

ママのための心と体のエクサ
サイズ

テルのイタリアンレストランで簡単な
食事を楽しみます 時９月19日㈫午後６
時から 場ファーレ立川 費 2,500円（１プ
レート、飲み物１杯）定 30人（申込順）申
松坂さん☎
（531）9667

会員募集
●黄色いコスモス リズムのある音楽
にあわせた軽い運動、
フィットネスとス
トレッチを組み合わせた骨盤底筋体操
をします。見学自由 対 中高年の女性の
方 時 原則月2回の水曜日、午前10時〜
正午 場 女性総合センター 入 1,000円 月
2,000円 定 10人（申込順）申 水谷さん☎
（525）5856
●歌声「和音」 童謡、唱歌、歌謡曲な
どジャンルを問わず、懐かしい楽しい歌
を一緒に歌いましょう時 毎月第２・第４
木曜日、午前10時〜11時30分 場 さか
え会館 費１回300円（歌集貸出代、茶菓
子代）定 20人
（申込順）申 松本さん☎090
（4532）
6132

ク便の荷台や自動車の側面等に掲示
する
「防犯啓発ステッカー・マグネット
シート」
を作成しました。
掲示していた
だける事業者を募集します▶対象=市
内に所在し、
主に市内でバイクや自動

立川市民オペラ合唱団
団員

男性

平成30年3月17日㈯・18日㈰開催の
歌劇「椿姫」に出演する、男性団員を
募集します。8月末まで随時見学を
受け付けています。
くわしくは「立川
市民オペラ合唱団」のホームページ
からお問い合わせください 時 毎週木
曜日、午後6時30分〜9時 場 たましん
RISURUホールほか 費 月額6,000円、
大学生2,000円、高校生以下1,000
円（公演参加費、教材費が別途かか
ります）問 立川市民オペラの会事務
局〔立川市地域文化振興財団内〕☎
（526）1312

●着付け教室「萌黄の会」 冠婚葬祭だ
けでなく、手持ちの着物を普段の外出
にも活用しませんか。講師が基礎から
指導します 対 女性の方 時 月２回の原則
火曜日、午後２時〜４時 場 高松学習館
月 2,000円 申 伊藤さん☎090
（8462）
4827
●うたごえくらぶ 懐かしの歌を歌声
喫茶スタイルで、
ピアノ伴奏で一緒に歌
います。歌の先生のガイドがあるので知
らない曲も聴いて楽しむことができます
時 毎月第１金曜日、
午前11時30分〜午
（富士見町２
後０時45分 場カフェピアノ
‑10‑９）月 1,000円 定 10人（申込順）申
山田さん☎070
（5024）
7975
●水彩つばき会 水彩色鉛筆画を始め
てみませんか。水彩色鉛筆はそのまま描
いて色鉛筆画、
水に溶かして水彩画にな
ります。講師指導あります。初心者歓迎
対 市内在住で60歳以上の方 時 毎月第１
月曜日、午後１時30分〜３時30分 場 柴
崎福祉会館 月 1,500円 定 10人（申込順）
おお ば
申 大峡さん☎
（560）
5355

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

