
催し

企画展「暮らしと道具～むか
しの生活」 

２月４日㈰午後２時から手回し蓄音
機で昔のレコードを聴ける展示解説
もあります。直接会場へ時１月16日
㈫～２月18日㈰、午前９時～午後４
時30分〔１月22日㈪・29日㈪、２月５
日㈪・13日㈫を除く〕場歴史民俗資料
館問歴史民俗資料館☎（525）0860

ふれあいコンサート～みんな
違ってみんないい

出演は、元障が
い者施設保育士
の美

み

地
ち

さん。世
界で活躍してい
る美地さんの心
癒やされる歌声
をお楽しみくだ
さい。未就学児や障害のある方でも
入場できます時２月３日㈯午後２時
～３時30分場さかえ会館定150人（申
込順）申１月10日㈬から高松学習館☎
（527）0014へ

ミニ展示「桃の節句展」

直接会場へ時２月６日㈫～３月４日
㈰、午前９時～午後４時30分〔２月13
日㈫・19日㈪・26日㈪を除く〕場▷歴
史民俗資料館＝大正～昭和初期の
ひな飾りなど約150点▷川越道緑地
古民家園＝大正～昭和初期のひな飾
りなど約120点問歴史民俗資料館☎
（525）0860

うたごえ広場 in 錦学習館・水仙

懐かしい歌を一緒に歌いましょう。簡
単な体操も行います時２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、
鶴岡亜紀さん定30人（申込順）申１月
10日㈬から錦学習館☎（527）6743へ

プレ錦まつり

リサイクル、歴史、防災、農業、子育て
などをテーマに地域や世代間の交流
を深めます。ウドラとくるりんの登場
や、餅つき体験、ポップコーンの提供
も。東京学芸大学の学生と錦学習館
運営協議会が主催。直接会場へ時１
月27日㈯午前10時～午後３時場錦
学習館費一部有料（材料代など）問錦
学習館☎（527）6743

西砂学習館 冬のコンサート

出演は山崎教昌さん。懐かしい歌か
ら最近の曲まで、子どもから大人まで
楽しめます時２月４日㈰午後２時～
３時30分場西砂学習館定70人（申込
順）保若干名（１歳～学齢前。おやつ
持参）申１月10日㈬から西砂学習館☎
（531）0431へ

若者と企業の交流会

中小企業の魅力や仕事のやりがいな
どを理解するため、人事担当者と交流
します。４社の企業が参加予定対お
おむね29歳以下の求職中の方（学生
を含む）時２月７日㈬午後０時30分
～４時30分場立川グランドホテル（曙
町2-14-16）定50人（申込順）申東
京しごとセンター多摩☎042（329）
4510へ問市産業観光課商工振興係・
内線2645

就職面接会

立川市、昭島市などの企業25社程度
が参加予定。履歴書（写真貼付）とハ
ローワーク紹介状（ない場合でも参
加できます）を持って、直接会場へ。求
人内容など、くわしくは「ハローワーク
立川」のホームページをご覧ください。
ハローワーク立川、昭島市、都立多摩
職業能力開発センター等との共催時
１月24日㈬午後１時30分～３時30
分（受け付けは午後１時～３時）場都
立多摩職業能力開発センター（昭島
市東町3-6-33）問ハローワーク立川
☎（525）8615、市産業観光課商工振
興係・内線2645

たかまつ映画会「どら平太」

監督・市川崑さん、主演・役所広司さ
んの娯楽時代劇時２月７日㈬午後１
時30分～３時30分場高松学習館定
80人（申込順）申１月10日㈬から高松
学習館☎（527）0014へ

環境シンポジウム

テーマは「立川発!!みんなでつくろう
環境ビジネス」。立川商工会議所と共
催。国立極地研究所所長の基調講演
や中央大学学生が市内で行った研究
の分析結果や提言などを発表します。
省エネ改修事例や市の取り組みの紹
介も時２月７日㈬午後２時～４時30
分場立川商工会議所（曙町2-38-5）
定100人（申込順）申立川商工会議所
☎（527）2700へ問市環境対策課温
暖化対策係・内線2243

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。

ろ場柴中会公会堂１階（柴崎町３-9）費
500円（資料代ほか）定20人（先着順）問
アンティ多摩☎（540）1663
●「宇宙と生命」の謎を読み解く！連続
講座　宇宙論研究会が主催。恒星、銀
河などの物質だけでなく、命、心（意識）
など非物質にまで視野を広げて、さまざ
まな謎を読み解きます。健康増進の実
技もあり。１回のみの参加も可時１月28
日、２月25日、３月25日の日曜日、午前
９時40分～11時40分場女性総合セン
ター費各回300円（資料代）定35人（申
込順）申関口さん☎（536）1273
●勉強会「高齢者の住まいと選び方」　
NPO法人三多摩市民後見を考える会
が主催。安心、納得できる高齢者の住
宅の選び方を学びます時２月４日㈰午
後１時30分～３時場東京在宅サービ
ス事務所（曙町1-25-12）師南部西ふ
じみ地域包括支援センター・山城実央
さん定20人（申込順）申川杉さん☎090
（7832）6506

気あいあいヨガをしています時毎月第
1・第2・第4・第5木曜日、午後7時～8時
15分場女性総合センター入1,000円月
3,500円定15人（申込順）申大貫さん☎
080（3703）0881
●立川市シルバー将棋同好会　年４回
の将棋大会やリーグ戦とトーナメント
戦、将棋講座、親睦旅行などを開催。初
心者、女性大歓迎対60歳以上の方時
曙福祉会館の開館日にほぼ毎日、正午
～午後４時30分ごろ場曙福祉会館入
1,000円月500円（半年分前納）申小

お

椋
ぐら

さん☎（535）3659
●フラワーサークル桜　生花とプリ
ザーブドフラワーのアレンジメントで季
節を楽しみます。充実したテキストで基
礎からしっかり学べ、初めての方も安心
です時毎週火曜日▷午前10時30分～
正午▷午後１時30分～３時場西砂学習
館ほか費1回500円（ほかに花代、材料
代2,400円～3,900円）定各5人（申込
順）申清水さん☎（531）8728

●春うららダンスパーティー・講習会　
赤い靴、ガラスの靴が共催。ダンスを通
じて心と体の健康を保ち交流と親睦の
輪を広げましょう。講師によるデモンス
トレーションもあります。直接会場へ時
１月14日㈰午後１時30分～３時45分
場柴崎市民体育館費500円（参加費）定
200人（先着順）問小林さん☎（522）2081

会員募集

●立川社交ダンスクラブパープルス
ター　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レッスン
します。経験者（中級程度）の方歓迎時
月3回の木曜日、午後１時30分～３時30
分場錦学習館ほか入1,000円月3,000
円申野和田さん☎080（3151）0691
●ヨガサークルY

ヨ ギ

ogi-n
ニ ン

in　平成15年
にできたサークルです。目標は、ピンピ
ン生きて、コロッと旅立つこと。毎回、和

まちのお知らせ

●水墨画無料体験会　砂川水墨画友の
会が主催。基礎から学べる体験会です。
用具等は不要です時２月３日・17日の
土曜日、午後１時から場砂川学習館師
水墨画講師・浅見泰泉さん定各８人（申
込順）申中野さん☎（537）2794
●トークカフェ「高林敏之さんと考える
国際問題2018年」　NPO法人市民活
動サポートセンター・アンティ多摩が主
催。国際関係史研究者・高林敏之さんを
囲み、現在の複雑な国際状況について
話を聞き、意見交換しながら国際問題と
対外関係の見方を考えます。直接会場
へ時１月29日㈪午後２時～４時30分ご

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。

全体行事＜市民文化フェスティバル＞
催し名 日時 場所 連絡先

公演
２月11日（日・祝）
午前11時30分～午後
４時10分

たましんRISURUホー
ル小ホール

立川市文化協会
事務局（たましん
RISURUホール２階）
Fax（525）6581

文化団体＜公演＞
催し名 日時 場所 連絡先

立川管弦楽団
第73回定期演奏会

１月28日㈰
午後１時30分～５時

たましんRISURUホー
ル大ホール

立川管弦楽団
上原さん
☎090（9823）1429

地域文化会＜公演・展示・催し物＞
文化会名 内容 日時 場所 連絡先
柏
町
地
区

新春カラオケ
の集い

２月18日㈰
午前９時45分～午後
４時30分

こぶし会館 増田さん
☎（535）6206

曙
町

芸能大会
２月４日㈰
午前10時～午後５時
30分

女性総合センター
１階ホール

久保さん
☎（522）4639

作品展示

２月24日㈯・25日㈰
午前10時～午後４時
（25日は午後２時30
分まで）

国営昭和記念公園
花みどり文化センター

錦
町 芸能文化祭 ２月18日㈰

午前10時～午後４時 錦学習館 河村さん
☎（522）4768

栄
町 歌謡祭 ３月３日㈯

午前10時～午後５時 さかえ会館 本村さん
☎090（3136）0937

若
葉
町

作品展示
公演

３月10日㈯
午前９時30分～午後
４時
３月11日㈰
午前10時
～午後３時30分

若葉会館 菊地さん
☎（537）3052

富
士
見
町

カラオケ大会 ３月10日㈯午後１時～５時
滝ノ上会館 峯岸さん

☎090（2632）0405
芸能大会 ３月11日㈰

午前10時～午後５時

　１月～３月に行われる公演や展示をお
知らせします（下表）。くわしくは各連絡先
へお問い合わせください。
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