
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5月14日㈪～7月13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
●聞こえない、聞こえにくい人の為のコ
ミュニケーション講座　中途失聴・難聴者
「つばさの会」立川が主催。聞こえない方
とその家族のためのコミュニケーション講
座。文字通訳あり。直接会場へ時4月28日
㈯午後2時～4時30分場女性総合センター
5階第3学習室定60人（先着順）問小島さん
e ako.o.e.e283@gmail.com
●将棋大会　立川将棋友の会が主催。1人
につき4戦対局して、勝率で順位を決定し、
表彰します。対局後は交流会を行います対
57歳以上の方時5月15日㈫午後1時～7時

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。掲載申込書は広報課
（市役所2階42番窓口）と各地域学習館で
配布するほか、市ホームページからダウン
ロードもできます。

まちのお知らせ

●介護職員初任者研修（通学形式）　
NPO法人ケア・センターやわらぎが主催対
立川市近隣に在住・在勤で通学可能な方
時①5月7日～7月2日（月曜・水曜・金曜日
コース）②7月5日～8月30日（月曜・木曜・
土曜日コース）③9月3日～10月29日（月
曜・水曜・金曜日コース）場▷講義＝同法
人研修センター（錦町2-6-23）▷実習＝同
法人事業所費56,995円（受講料、テキスト

場柴崎会館費1,000円（賞品代、軽食代）定
20人（申込順）申大森さん☎（849）4025

会員募集

●コーラス・サルビア　少人数の合唱団で
すが、年齢も個性もさまざまなメンバーで
す。「音楽は楽しく」をモットーにいろいろな
ジャンルに挑戦しています時月3回の金曜
日、午後2時～4時場錦学習館月4,000円申
平井さん☎（527）9430
●パステル画絵画会　絵を描きたくても描
けない方、初めて描く方、講師が丁寧に教
えます。初心者大歓迎時毎月第2木曜日、
午前10時～午後3時30分場上砂会館月
2,500円申小川さん☎（522）6323
●健康麻雀「うきうき」会　「賭けない、飲
まない、吸わない」の健康麻雀の会です対
麻雀のルールが分かる高齢者の方時毎

代）定各24人（選考）申最寄りの事業所で
申込用紙に記入の上、身分証等のコピーと
一緒に提出してください（就職支援制度あ
り）問同法人☎（523）3552
●アンサンブル・ファミーユ40周年記念演
奏会　アンサンブル・ファミーユ（女声コー
ラス）が主催。ジャズ、ミサ、世界の子守歌、
トルコマーチ、ピッツィカートポルカ、日本
の歌など。指揮は篠田正臣さん、ピアノ伴
奏は泉川由美さん。直接会場へ時4月30日
（月・休）午後2時開演場小金井宮地楽器ホー
ル（小金井市本町6-14-45）問井上さん☎
（523）3128
●「法の日」無料相談　東京土地家屋調査
士会立川支部が主催。土地・建物の調査・
測量、境界問題、不動産の表示に関する登
記などを相談できます。直接会場へ時4月
12日㈭午後1時～4時場市役所1階多目的
プラザ問木原さん☎（521）7829

週土曜日、午前10時30分～午後5時場麻
雀フェスタ（曙町2-15-21尾崎ビル）費1
日2,200円（ゲーム代）申岡田さん☎090
（4545）8515
●自力整体サークル　一人で行う整体を
一緒に学びます。腰、肩、首などに痛みのあ
る方にお勧めです。1回のみの参加も可時
毎月第4、または第3金曜日、午前9時40分
～11時40分場女性総合センター月1,000
円定20人（申込順）申関口さん☎（536）
1273
●立川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）申内田さん☎（536）3098

●アリーナ立川立飛でシビックプライドを
感じよう！　立川青年会議所が主催。第
954回例会Pride of Tachikawaをアリー
ナ立川立飛で開催します。くわしくは「立川
青年会議所」のホームページをご覧くださ
い。直接会場へ時4月18日㈬午後7時～9
時場アリーナ立川立飛（多摩モノレール立
飛駅から徒歩1分）定350人（先着順）問立
川青年会議所☎（527）1001
●NPO法人マザーシップスプリングコン
サート　ジャズシンガーのいまむら直子さ
んを迎え、リ・スタートをテーマにジャズの
演奏と詩の朗読等を行います時4月22日
㈰午後3時30分開演（午後3時開場）場井
上レディースクリニック1階ホール（富士
見町1-26-9）費500円（飲み物代）定40人
（申込順）申同法人事務局☎（527）1454
●介護職員初任者研修　社会福祉法人三
多摩福祉会が主催。週3日（月曜・水曜・金

　　

大相撲立川立飛場所実行委員

会が主催時８月22日㈬午前８

時～午後３時場アリーナ立川

立飛（多摩モノレール立飛駅か

ら徒歩１分）費6,000円～14,000

円〔車椅子席（付き添いを含む

２人分10,000円）あり〕定4,500

人申４月13日㈮午前10時から、

ショッパーチケットサービス☎0570（007）677〔▶月曜～金曜

日＝午前10時～午後５時▶土曜日＝午前10時～正午〕へ。ま

たは 「ショッパー」のホームページからお申し込みください。

問同実行委員会☎（536）0021

写真提供
3x3 PREMIER.EXE事務局

　アルバルク東京、立川ダイス以外にも、協定・支援などさまざ
まな形で立川と関係しているプロスポーツチームがあります。

　アリーナ立川立飛がオープンするなど、「スポーツによるにぎわ
い」の機運が高まる立川。立川を拠点とするスポーツチームなど
による「立川プロスポーツチーム連絡会」が３月12日に設立さ
れました。所属団体は、アルバルク東京、立川ダイス、東京ヴェ
ルディ、立川・府中アスレティックフットボールクラブ、東京ヴ
ェントスの５団体。今後、スポーツによる地域活性化などに向け
て、競技の枠を超えた取り組みを進めていきます。

立川と関係のあるスポーツチーム

立川プロスポーツチーム連絡会

「A
ア ド バ ン ス

DVANCE～ L
リ ー ド

ead t
トゥ

o a
オール

ll ～」

共同プロジェクト

Jリーグで活躍するプロサッカーチームとV2リーグ
に所属する男子バレーボールチーム。本拠地は稲
城市ですが、立川市内の施設等も利用しています。

東京ヴェルディ（サッカー／／バレー）

府中をホームタウンとしているフットサルチーム。
今年度からアリーナ立川立飛をホームアリーナとす
ることから、立川市もホームタウンに登録しました。

立川・府中アスレティックフットボールクラブ

たちかわ創造舎を拠点に多摩地域をメインフィー
ルドに活動するサイクルレーシングチームです。

東京ヴェントス

まだまだあるよ！

　アルバルク東京と立川ダイスは、バスケットボールを通じて、
市民との交流や社会貢献活動に取り組んでいます。親子やシニア
を対象にした教室や学校訪問、使われなくなった運動靴や運動服
を回収してアフリカの子どもへ届ける「H

ハ ン ズ

ANDS T
ト ゥ

O H
ハ ン ズ

ANDS」な
どを共同で行っています。

　皆さんは立川を拠点とするプロバスケットチームを知っていますか。Bリーグで活躍

するアルバルク東京と３人制バスケットボールで世界を狙う立川ダ

イス。彼らは熱い試合で私たちを楽しませてくれるだけでなく、

バスケットボールを通じて立川を盛り上げてくれています。

問スポーツ振興課・内線4412

今、立川のバスケが熱い
電撃ア ル バ ル ク

的なプレーで

B.LEAGUE優勝へ
立川から世界へ!

時６月16日㈯場ららぽーと立川立飛（多摩モノレール立飛駅直結）

時▶４月14日㈯・15日㈰＝VS名古屋ダイヤモンドドルフィンズ▶４月21

日㈯・22日㈰＝VS三遠ネオフェニックス▶５月５日（土・祝）・６日㈰＝VS京

都ハンナリーズ場アリーナ立川立飛（多摩モノレール立飛駅から徒歩１分）
　市内で開催される試合日程

（４月～６月）をお知らせします。

チケット購入方法等、くわしくは

各チームのホームページをご覧

ください。

PICK UP

日本代表として世界の舞台で戦うポイ
ントゲッター。高精度の外角シュート
に加え、鋭いカットイン、相手の裏を
かくアシストでポイントを積みあげる。

田中 大貴 選手
Daiki  Tanaka♯24

PICK UP

2017シーズンのイースタン・カンファレン
スで総合MVPを獲得。「3×3」初挑戦ながら
華麗なデビューを飾る。市内小・中学校での
特別授業では生徒から一番人気。身長198㎝
から繰り出されるダンクシュートは圧巻。

ハッサン・スティーブン 選手
Hassan Stephens♯5

▶チアガールによる
パフォーマンスも楽
しみの１つ

◀ホームゲームだからこそ
生まれる会場の一体感。気
がつけばあなたも声を出し
て応援しているはず

▲3人ずつの2チームがハーフコートで1つ
のゴールを奪い合うのが「３×３」。目まぐる
しく変わるゲーム展開から目が離せない

◀2017シーズンでは見事カン
ファレンス優勝を果たす。立川
ダイスの今後の活躍に期待

▲開放感あふれる屋外での試合。観戦は無料で
誰でも気軽に楽しむことができる

　昨年10月にオープンしたアリーナ立川立飛でホーム

ゲームを開催しているBリーグ１部の強豪チーム。リー

グ戦上位８チームで今年度の王者を決める「B.LEAGUE 

CHAMPIONSHIP 2017-18」への出場が決定している。

「アルバルク」はアラビア語で「電撃的」の

意味。攻守の切り替えの速さと各選手の得点

力の高さを生かしてBリーグ優勝を目指す。

アルバルク東京

ホームゲームを
観に行こう！！

　３人制バスケットボール「３
スリーバイスリー

×３」のプロチー

ム。 「立川から世界へ！」をスローガンに、立川商

工会議所が中心になり地元企業70社以上の協賛に

より発足した「オール立川」のチーム。昨シーズン

は国内リーグ優勝を果たすなど、参戦以

降好成績を残している。

立川ダイス

電撃的 立川から世界へ!
B.LEAGUE優勝へ

▲会場で観る大迫力のプレー。選手と観客の距離が近
いのがバスケ観戦の魅力
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