
狂言！笑う門には福来る 

世界に誇る古典芸能「狂言」の面白さ
を知って、皆で不安を笑い飛ばしま
しょう時平成30年１月24日・31日、２
月７日の水曜日、午後７時～９時（全
３回）場高松学習館師国文学研究資
料館副館長・小林健二さん費1,500
円（受講料）定50人（申込順）申12
月12日㈫から高松学習館☎（527）
0014へ

極域における最新の研究テー
マとその成果！ 

国立極地研究所との協働講座です時
平成30年１月17日、２月21日、３月
14日の水曜日、午後６時30分～８時
30分（全３回）場女性総合センター師
地圏研究グループ准教授・外田智千
さん、気水圏研究グループ助教・後藤
大輔さん、極地工学研究グループ技
術専門員・石沢賢二さん定40人（申
込順）申12月11日㈪から生涯学習推
進センター☎（528）6872へ

おとなの折り紙教室

平成30年の干支の犬（戌）を折り紙で
作ります対中学生以上の方時平成30
年１月13日㈯午後２時～４時場上砂
会館師生涯学習市民リーダー・下野け
い子さん定10人（申込順）申12月10
日㈰から上砂図書館☎（535）1531へ

与謝蕪村と俳句

画家として客観写生を俳句にどのよ
うに表現したか、与謝蕪村の俳論の
解説を聞きます。企画・運営は、立川
市俳句連絡会時平成30年１月9日・
16日、２月20日の火曜日、午前10時
～正午（全３回）場女性総合センター
師元中央大学講師・山崎省次さん費
1,500円（受講料、資料代）定60人（申
込順）申12月11日㈪から生涯学習推
進センター☎（528）6872へ

生活上手になる工夫～忙しく
ても楽しんでくらせるように

衣・食・住・生活工芸をテーマに生活
を楽しむ工夫を学びます。企画・運営
は、多摩友の会立川方面。０歳児同席
可時平成30年１月13日･27日、２月
10日･24日の土曜日、午後１時30分
～３時30分（全４回）場子ども未来セ
ンター費600円（材料代）定15人（申
込順）保若干名（１歳～学齢前）申12
月11日㈪から生涯学習推進センター
☎（528）6872へ

家を素敵に魅せるエクステリ
ア＆緑のコーディネート術

自宅をすてきに変えるエクステリアの
工夫を学びます時平成30年２月９日
㈮午後６時～８時30分場女性総合セ
ンター師日本大学短期大学部建築・生
活デザイン学科准教授・山﨑誠子さん
定180人（申込順）申氏名（ふりがな）、
連絡先（電話、ファクス、Eメールのいず
れか）、参加人数を書いて、郵送、ファク
ス、Eメールで都市計画課景観係・内線
2376Fax（522）9725 e keikan0001@
city.tachikawa.lg.jpへ

ともに学ぶ人間の歴史～おと
なの中学社会科 

中学社会科の教科書を使い、近代国
家や帝国主義の歴史を学び直します
時平成30年１月９日・23日、２月６日・
20日、３月６日・20日の火曜日、午後
１時30分～４時30分（全６回）場柴
崎学習館師元中学校教諭・楢崎由美
さん定30人（申込順）申12月12日㈫
から柴崎学習館☎（524）2773へ

パソコン講座「エクセル入門」 

対文字入力ができる方時平成30年１
月16日㈫～18日㈭、午前10時～正午
（全３回）場西砂学習館師生涯学習
市民リーダーの皆さん費2,000円（受
講料、資料代）定10人（申込順）保若
干名（１歳～学齢前）持パソコン申12
月12日㈫から西砂学習館☎（531）
0431へ

折り鶴で数楽しよう

鶴の折り方を基本から応用まで学び、
群鶴にも挑戦します。企画・運営は生
涯学習市民リーダーの会時平成30年
１月20日㈯午前10時～正午場西砂
学習館師数楽講師・岩間美顕さん費
300円（受講料）定10人（申込順）申
12月12日㈫から西砂学習館☎（531）
0431へ

講座

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
民企画講座（たちかわ☆きらきら
カード対象講座）

募集

市民農園の利用者　

市内にある市民
農園のうち、次の
２園の利用者を
募集します。

▶募集する区画＝▷柴崎第３市民農
園（柴崎町４丁目）101区画▷幸第１
農園（幸町３丁目）55区画の合計156
区画（いずれも駐車場なし）▶応募資
格＝12月10日現在市民で、他の市民
農園を利用しておらず、利用期間中
継続して管理できる方▶利用期間＝
平成30年３月～平成32年１月末▶利
用区画＝１区画約10㎡▶利用料金＝
8,000円（利用期間23か月分）▶申込
方法＝平成30年１月12日㈮〔必着〕
までに往復はがきに希望農園名、住
所、氏名（利用者本人）、年齢、電話番
号、返信用宛先を書いて柴崎福祉会
館（〒190-0023柴崎町5-11-26）へ
▷応募はがきは1世帯1枚のみ▷利用
の権利の譲渡、転貸はできません▷申
し込みは利用者（耕作する方）のみ問
福祉総務課生きがいづくり係〔柴崎福
祉会館内〕☎（523）4012　

立川いったい音楽まつり出演
者・ステージクルー

立川駅周辺の約30か所で
一斉ライブを実施します。
音楽やダンスなどさまざ
まなジャンルの出演者を募集します
▶開催日＝平成30年５月19日㈯・20
日㈰▶募集数＝330団体（選考）▶応
募方法＝12月15日㈮～平成30年１
月15日㈪に「立川いったい音楽まつ
り」のホームページからお申し込みく
ださい（右上２次元コードからアクセ
ス可）。ボランティアスタッフとしてイ
ベントを盛り上げるステージクルーも
随時募集しています問立川いったい
音楽まつり実行委員会（立川市地域
文化振興財団）e ittai@tachikawa-
chiikibunka.or.jp☎（526）1312

日、午前10時～正午場柴崎福祉会館月
1,500円定８人（申込順）申佐藤さん☎
090（2912）6022
●高松囲碁サークル　講師の指導と対
局で脳のトレーニングを楽しみます。椅
子席です。女性の方歓迎対初級者～初
段程度の方時毎週木曜日、午前９時～
正午場高松学習館入1,000円月1,500
円申倉

くら

部
べ

さん☎（520）1975
●着付け教室「萌黄の会」　手持ちの着
物に袖を通してみませんか。着物で外出
を楽しみます。講師が初歩から指導しま
す対女性時月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
●シャンソンの会「忘れな草」　ピアノ
の伴奏、プロの指導によって楽しい曲を
レッスンしています。見学自由。男性の
方歓迎時毎月第１・第３金曜日、午後７
時～８時30分場高松学習館月4,000円
申高見さん☎090（3104）1016
●リズム気功リラックS

ス

　自然治癒力と
免疫力が向上します。音楽にあわせ、自
分のペースでできる気功です時毎月第
１・第３月曜日、午前10時30分～正午
場高松学習館入1,000円月1,500円申
渡辺さん☎090（2236）1916
●矯正体操高松の会　矯正の体操で
姿勢を正しくします。腰や膝の痛みが軽
減し、肩こりも解消します。体力のない
方でも参加できます時毎週火曜日、午
前９時10分～10時30分場高松学習館
入3,000円月3,000円申田澤さん☎090

●立川指圧健康友の会　ストレッチ体
操と指圧で血行をよくし、日頃の疲れ
とストレスを解消します。懇親会やお
花見、BBQなど、会員のふれあいを大
切にしています時毎週①火曜日②金曜
日、午後７時30分～９時30分場①西砂
学習館②天王橋会館月2,000円定10人
（抽選）申木

き

賀
が

さん☎090（1531）4471
●立川こぶし合唱団　元気で楽しくを
モットーに、基本の発声練習をしっかり
行う混声合唱団です。立川市合唱連盟
に所属し、コンサートなど年３回発表し
ます。見学歓迎対おおむね60歳以上の
方時毎月第１木曜日と月２回の火曜日、
午後２時～４時場上砂会館入500円年
7,000円定10人（申込順）申山口さん☎
（507）3216
●イングリッシュローズ　外国人講師
による、初心者のための英会話教室で
す。聞くだけではなく、自分から話すレッ
スンができます時毎月第１・第３木曜
日、午前10時～11時30分場柴崎学習
館入1,000円月5,000円定８人（申込
順）申新

にっ

田
た

さん☎070（3981）9518
●尺八友の会　日本独特の古典楽器の
幽玄な音色を楽しみます。年２回程度、
琴や三絃との合同演奏会も開催。初め
て挑戦する方や女性も歓迎します時毎
月▷第１・第３月曜日、午後１時30分～
３時30分▷第２・第４水曜日、午後６時
～８時場柴崎学習館月1,000円定20人
（申込順）申尾崎さん☎（522）2614

（1990）9747
●立川南空手同好会　礼儀、健康、護身
のための誰にでもできる空手です。幼年
から壮年までそれぞれの目標、個性にあ
わせて行えます対４歳～60代の方時毎
週日曜日、午後３時～４時30分場柴崎
会館月3,240円定10人（申込順）申松木
さん☎080（6790）1476
●立川バレトンサークル2017～　バレ
エの要素を取り入れた、どなたでもチャ
レンジできるエクササイズです。脂肪燃
焼や筋力向上、体幹強化が期待できま
す。靴は不要時月３回の月曜日、午後６
時30分～７時30分場女性総合センター
月3,000円定45人（申込順）申片岡さん
☎080（3014）4766
●ナシメントSC　少年少女サッカー
チームです。サッカーの基本を学んでみ
ませんか。練習のみの参加や、他チーム
に所属している方の参加も可能です対
年中～小学生時①毎週水曜日、午後５
時～７時30分②毎週土曜日、午前９時
～午後１時場①たまがわ・みらいパー
ク②新生小月2,000円申森さん☎090
（2461）3095
●顔ヨガサークルペルル　顔ヨガはほ
うれい線やたるみを自力で改善する表
情筋の筋トレです。若々しさと自信を取
り戻しましょう。写真映りのよい表情も
練習します対女性時毎月第２水曜日ま
たは第３土曜日、午前11時～正午場女
性総合センター月2,000円定15人（申
込順）申木下さん☎・Fax（529）5366

まちのお知らせ

●国立音楽大学MUSICスペース2017
　国立音楽大学音楽文化教育学科が主
催。演奏はもちろん、音楽遊び、美術作
品の展示など、大人から未就学児まで
幅広く楽しめます。直接会場へ時12月
23日（土・祝）午後１時～５時30分場国立
音楽大学新１号館（柏町5-5-1）問荻原
さん☎080（4445）2278
●自己表現 いくつになっても魅せまシ
ョー！　南京玉すだれアーチストの会
が主催。南京玉すだれとゴールドシニ
アの方たちのファッションショーや特
技のパフォーマンスを披露します。直接
会場へ時平成30年１月６日㈯午後１時
30分から場女性総合センター１階ホー
ル定196人（先着順）問篠原さん☎080
（4214）6724

会員募集

●つばき二期会（水彩画）　水彩画を
楽しんでみませんか。水彩画学習を通
して、皆さんとの輪を広げ楽しく学習し
ます。講師の指導もあり。初心者歓迎対
60歳以上の市民の方時毎月第１月曜

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。

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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