
講座

東京文化会館ミュージック・
ワークショップ in 立川

ポルトガル
の音楽施設
と東京文化
会館による
共同プログ
ラム。音楽の楽しさを体験しながら、
協調性や創造性を育みます。費用等く
わしくは「立川市地域文化振興財団」
のホームページをご覧ください対生
後6か月～大人（プログラムによって
異なります）時平成30年1月27日㈯・
28日㈰、午前10時30分～午後3時
30分ごろ（各1時間程度）場たましん
RISURUホール費1人300円定各15
～30人（抽選）申平成30年1月16日
㈫までに「立川市地域文化振興財団」
ホームページの応募フォームで同財
団☎（526）1312へ

学習会「知って安心 立川市の
ふくし」

安心して地域で暮らしていくための、
市の行政サービスや身近な相談窓口
を紹介します時12月14日㈭午後2時
～3時30分場さかえ会館定25人（申
込順）申北部東わかば地域包括支援
センター☎（538）1221へ

東京女子体育大学公開講座

いずれも場東京女子体育大学（国
立市）費200円（保険料）定50人※申
講座名、住所、氏名（ふりがな）、年
齢、性別、電話番号、学校名、学年を
書いて、はがき、ファクス、Eメール
で、東京女子体育大学地域交流セ
ンター〔〒186-8668住所記入不
要〕☎（572）4324Fax（572）4317 e

chiiki@twcpe.ac.jpへ※開催1か月
前に定員を超えた場合は抽選。超え
ない場合は1週間前まで申込順問市
生涯学習推進センター☎（528）6872
●高校生講座「バスケットボール」　
対中高生の女子時平成30年1月21日
㈰午前9時～正午師同大学講師・及川
佑介さん
●高校生講座「ハンドボール」　対高
校生の女子時平成30年1月21日㈰午
後1時～4時師同大学准教授・八尾泰
寛さん

現在の、変わりゆく葬儀のあ
り方と供養の仕方

これからの葬儀と供養の考え方、負担
分担などについて学びます時12月13
日㈬午後1時30分～3時30分場高松
学習館師行政書士・橋本登さん、相続
診断士・梅田茂之さん定50人（申込
順）申11月25日㈯から高松学習館☎
（527）0014へ

ワークショップ「主婦業って
すばらしい！～でもマイナーな
評価なのはなぜ？」

主婦業の家事・育児・介護の社会的評
価、自己評価について考えます。企画・
運営は女性のためのエンパワーメン
ト講座受講者の皆さん時12月3日㈰
午前10時～正午場女性総合センター
定28人（申込順）保6人程度（1歳～学
齢前）申11月27日㈪から男女平等参
画課☎（528）6801へ

認知症サポーター養成講座

認知症について学び、認知症の方や
その家族を支える地域の応援者を養
成します対市内在住・在勤・在学の方
時12月15日㈮午後2時～3時30分場
子ども未来センター定35人（申込順）
申南部東はごろも地域包括支援セン
ター☎（523）5612へ

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。
●既創業者向けセミナー～創業後の
課題と解決策　創業した後に必要な
知識やノウハウなどを学びます時12
月9日㈯午後1時～4時場女性総合セ
ンター師税理士・富山さつきさん定
30人（申込順）申12月7日㈭までに直
接、電話、または氏名、連絡先を書い

てEメールで市産業観光課商工振興係
（市役所2階48番窓口）内線2644 e

sangyou-t@city.tachikawa.lg.jp
へ

たちかわ女性塾「立川の女性た
ち もっとステキに輝こう！」

イメージアップメイク、話し方、会議
の知識等を学びます。女性の視点を
活かす会・アエネが企画・運営対市内
在住・在勤の女性時平成30年1月15
日・29日、2月5日・19日、3月12日・19
日の月曜日、午前10時～正午（全6
回）場女性総合センター費300円（資
料代ほか）定20人（申込順）保6人程度
（1歳～学齢前）申11月27日㈪から
男女平等参画課☎（528）6801へ

柴崎の歴史と文化

柴崎地区を中心に市の歴史と文化を
スライドを見ながら学びます時12月
2日㈯午後2時～4時場柴崎学習館師
立川市史編さん委員会委員・保坂一
房さん定20人（申込順）申柴崎図書
館☎（525）6177へ

部はチャイコフスキー作曲「くるみ割り
人形」をピアノとバレエで、第2部は「子
供のアルバム」をピアノと歌でお楽しみ
いただきます時12月27日㈬午後2時開
演場たましんRISURUホール小ホール
費2,000円（18歳以下1,000円）定240人
（申込順）申仙場さん☎（540）7686
●社交ダンス無料講習会　立川社交ダ
ンスクラブパープルスターが主催。現役
プロA級（ラテン、スタンダード）の講師
のもと、ダンスのベーシックとバリエー
ションのルーチンを楽しくレッスンしま
す。経験者（中級程度）の方大歓迎。直接
会場へ時・場▷12月7日㈭午後4時15分
～6時＝柴崎市民体育館▷12月14日㈭
午後1時30分～3時15分＝錦学習館問
野和田さん☎080（3151）0691
●クリスマスお楽しみ会　子育て交流
ひろば立川おもちゃ図書館ぱれっとが
主催。絵本、パネルシアター、歌、踊り。
「おはなしたまご」の皆さんと楽しい
クリスマス会。手作りのかわいいプレ
ゼントも。直接会場へ時12月14日㈭午
後1時～2時30分場柴崎会館1階多目
的室定50人（先着順）問西村さん☎090
（4609）4968
●パーティー料理作り　シェソワが主
催。年末・年始に向けて簡単にできる
パーティー料理を作ります時12月20
日㈬午前10時～午後1時場幸学習館費
3,000円（材料代ほか）定10人（申込順）
申深

ふか

水
み

さん☎（536）9079

会員募集

●風（オカリナ）　楽しくオカリナを吹い
てみませんか。素朴な音色はとても心地
よいです。月２回講師によるレッスンが
あります時毎月第１・第３木曜日、午後
２時～４時場西砂学習館月2,500円定
5人（申込順）申松坂さん☎（531）9667

込順）申山岸さん☎（527）1265
●砂川地区囲碁将棋同好会　囲碁部、
将棋部に分かれて１回約３時間、同レベ
ルで手合わせします。初・中級者歓迎時
月３回の木曜日（主に午後）場こんぴら
橋会館年1,000円申田中さん☎（535）
3651
●専修大学校友会立川支部　活動の第
一は箱根駅伝予選会での応援です。予
選会が行われる地元として応援してい
きましょう対専修大学卒業生で市内在
住・在勤の方、近隣市在住の方時偶数月
の第４金曜日、午後６時から場女性総合
センターほか年3,000円申平沼さん☎
080（1024）9551
●MG会　楽しく仲間と健康マージャ
ンをしませんか時毎週水曜日、午前９時
～午後４時場清掃工場内グリーンセン
ター申似

にた

内
ない

さん☎090（6655）3359
●ホット書道　かなと漢字（楷書、行
書）を学ぶ会です。平成26年11月に発
足しました。漢字の由来など、講師のお
話も興味深いです。気軽にご参加くださ
い時月２回の金曜日、午前10時～正午
場錦学習館費１回500円申伊東さん☎
（522）5749
●リーベ　NHKのTV放送テキストを
使用した海外旅行にすぐに役立つ英会
話です。クイズやゲームなども取り入
れ、昨今の英語ブームにも対応した、楽
しいクラスです対中高年の方時毎月第
１・第３水曜日、午後１時30分～３時30
分場高松学習館月1,000円定10人（申
込順）申白

しら

岩
いわ

さん☎090（7425）7744
●りんどうの会（カラオケ）　午後のひと
とき、カラオケを楽しみませんか。見学
歓迎対中高年の方時毎月第１・第４木
曜日、午後１時30分～３時30分場幸学
習館入3,000円月3,800円定５人（申込
順）申奥

おく

泉
いずみ

さん☎（536）6634

●日本拳法同好会　古流柔術を源流と
する防具使用の実践拳法です。警察・自
衛隊の正式徒手格闘技です時毎週金
曜日、午後６時～９時30分場練成館入
8,000円月3,000円定30人（申込順）申
永井さん☎090（3549）6464
●ハワイアンサークル～歌&ダンス　フ
ラインストラクターの講師を迎え、ハワ
イ語で歌ったり、踊ったりします。未経
験者、中高年も歓迎時毎月第２日曜日、
午後３時～４時30分場カフェピアノ（富
士見町2-10-9）月1,000円定７人（申込
順）申山田さん☎070（5024）7975
●話し方・朗読勉強会　３分間スピー
チ、朗読、ナレーション等を学ぶと、人
前で話すのが楽しくなります。舌や喉周
りの筋肉を鍛えることは老後に役立ち
ます時月２回の月曜日、午後１時30分
～３時30分場上砂会館年2,000円定若
干名（申込順）申金子さん☎（538）0360
〔午後６時以降〕
●立川お手玉の会　お手玉作りや遊び
方の技術習得、昔遊びの伝承、会員相
互の親睦を目的に活動しています。地
域のイベントなどにも参加します時毎
月第２・第４木曜日、午前10時～午後４
時場幸学習館年1,000円申山岸さん☎
（537）2201
●歌声「和音」　童謡、唱歌、歌謡曲等、
ジャンルを問わず、楽しい懐かしい歌
を一緒に歌いましょう。歌集の中から好
きな曲をリクエストして歌う、気楽な会
です時毎月第１・第３日曜日、午前10時
～11時30分場西砂学習館費1回300
円定30人（申込順）申松本さん☎090
（4532）6132
●立川健康吹矢サークル錦　吹矢によ
る腹式呼吸法トレーニングと健康増進
が目的です。運動が苦手な方でも参加
できます時月３回の木曜日、午後２時～
４時場錦学習館月1,500円定20人（申

まちのお知らせ

●SAC合同演奏会（ハーモニカ、ピア
ノ、独唱）　さろん・ど・はもにか、アル
ドーレピアノ愛好会、カンターレわかば
が主催。市民の皆さんに楽しい音楽を
身近に感じていただきたく年1回合同演
奏会を開きます。直接会場へ時12月4日
㈪午後1時30分開演（午後1時開場）場
幸学習館講堂定100人（先着順）問貞島
さん☎080（3730）0369
●介護職員初任者研修　社会福祉法人
三多摩福祉会が主催。平日週3日（主に
月曜・水曜・金曜日）の通学コース。今ま
での2級ヘルパー研修と同じ時間数で、
2級と同等の資格が取れます対18歳～
67歳の健康な都民の方時平成30年1月
15日㈪～3月30日㈮場地域保健企画ビ
ル（錦町1-17-15）ほか費45,000円（受
講料。ほかに教材費として5,830円）
定24人（申込順）申徳田さん☎（526）
1899
●中大公開講演会NHK「朝ドラ」の魔
力　中央大学学員会立川支部が主催。
講師は中央大学文学部教授（文学部
長）・宇佐美毅さん。50年以上にわたっ
て愛され続けてきた番組の秘密を、主
人公像と放送形態から解明します。直
接会場へ時12月3日㈰午後2時～3時
30分場立川ホール（錦町2-1-33）定60
人（先着順）問布施さん☎090（8816）
7438
●みんなで楽しむウィンターコンサート
「チャイコフスキーの世界」　NPO法
人立川日露文化交流協会が主催。第1

この欄の情報の連絡・交渉は当事者間で。
市は関与しません。
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9 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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