
第34回みんなの錦まつり
いずれも直接会場へ場錦学習館問錦
学習館☎（527）6743
●サークル作品展示会　陶芸、書道、
編み物など。一部実費頒布あり時2月
28日㈮〜3月1日㈰、午前10時〜午
後4時（初日は正午から、最終日は午
後3時まで）　
●錦まつりコンサート　古楽器の演
奏を楽しみます。協力は楽しいクラ
シックの会時3月7日㈯午後2時〜4
時定100人（先着順）
●サークル舞台発表会　コーラス、
ハーモニカ、奇術、民謡踊り、楽器演
奏など時3月14日㈯午前11時から定
200人（先着順）

平和人権ロードショー
時3月5日㈭①午前11時〜正午「流

血の記録砂川」②午後1時〜1時30 
分「麦死なず」③午後1時30分〜2 
時「草の根の人びと〜砂川闘争の記 
録」④午後2時〜2時30分「砂川の 
人びと〜基地反対闘争の記録」⑤午 
後2時30分〜3時「基地の子たち」場 
柴崎学習館定各30人（申込順）申2 
月25日㈫から電話、または氏名、連絡 
先を書いてEメールで柴崎学習館☎ 

（524）2773 e shibasakigakusyu 
kan@city.tachikawa.lg.jpへ

映画「夢のつづき」～高齢者の
尊厳・虐待について考えよう

時3月16日㈪午
後2時〜4時 場
西砂学習館定60
人（申込順）申北
部西かみすな地
域包括支援セン
ター☎（536）9910へ

しごたま就活フェア2021
新卒採用に積極的な企業22社が参
加します。スーツの印象力アップセミ
ナー、履歴書写真無料撮影ブース、カ
フェコーナー等も対令和3年3月に
大学院、大学、短大、高専、専修学校を
卒業予定の方時3月16日㈪午後0時
30分〜4時場立川グランドホテル（曙
町2-14-16）定100人（申込順）申東
京しごとセンター多摩☎042（329）
4524問市産業観光課商工振興係・内
線2645

とんからりんはた織りまつり
作品展示や、本格的なはた織り体験
など。直接会場へ時3月22日㈰▷午

前10時〜11時30分（受け付けは午前
9時45分から）▷午後1時〜3時（受
け付けは午後0時45分〜2時30分）
場歴史民俗資料館師とんからりん機
織りクラブの皆さん費100円〜500円

（材料代。体験参加の方）問歴史民俗
資料館☎（525）0860

古民家園でお茶を楽しみませ
んか

茶たては、生涯学習市民リーダー・鎌
田美貴子さん。直接会場へ時3月12
日㈭午前11時〜午後1時（受け付け
は午後0時30分まで。材料がなくな
り次第終了）場川越道緑地古民家園
費お菓子付きは実費300円問歴史民
俗資料館☎（525）0860

催し

たまがわ・みらいパークの催し

　3月24日㈫は休館日です。
●たまみら朝市　時3月15日㈰午前
10時〜11時30分（売り切れ次第終了）
ひふみ体操（健康体操）　対60歳

以上の方時3月3日〜17日の火曜日、
午前10時30分〜11時30分費1,000
円（参加費）定 10人（申込順）持ヨガ
マット、タオル、飲み物申3月2日㈪ま
でに
●ミエ子さんと歌おう　 時 3月9日・
23日の月曜日、午前10時30分〜11時
30分費300円（参加費）持飲み物
楽しく食べよう「サポショク」　時

3月13日㈮午後5時30分〜7時費300
円（材料代。小・中学生100円、幼児無
料）定30人（申込順）申3月6日㈮まで
に
竹細工　対小学生以上の方時3月

15日㈰・31日㈫、午後1時〜4時30分

費1回500円（材料代）定各5人（申込
順）持汚れてもいい服装申前日までに
プラモデルづくり教室&ミニ四駆

レース　対小学生以上の方時3月22
日㈰午前9時30分〜午後3時30分費
1,000円程度（プラモデル持参は無
料）定10人程度（申込順）申3月21日
㈯までに
春休みたまみら♥子ども食堂　対

小・中学生時3月26日㈭〜4月3日㈮、
午前10時〜午後1時〔土曜・日曜日を
除く〕費100円（材料代）定各25人（申
込順）持エプロン、三角巾、タオル申3
月15日㈰までに
4月のたまみらでカラオケを楽しも

う！　対3人以上のグループ（小学生
以下は保護者同伴）時4月5日㈰、4月
1日〜29日の水曜日▷午前9時〜11
時45分▷午後1時〜4時45分費1時間
500円定各1組〔抽選。4月5日㈰は親
子優先〕申3月1日㈰〜5日㈭に
●さぼうでティータイム！　時▷毎週
土曜・日曜日、午前10時〜午後3時▷
第1〜第3・第5火曜日、午後1時〜3時
費50円（飲み物代）

場たまがわ・みらいパーク（旧多摩
川小） マークの催しは電話、ま
たは参加者名・電話番号を書いて
ファクスで☎・Fax(848)4657へ。そ
のほかの催しは直接会場へ立川駅北口デッキ 避難用スロープがあります立川駅北口デッキ 避難用スロープがあります

　地震などで停電し、サンサンロード南側のエレベーターが使用できなく
なったとき、隣にあるスロープの扉が開きます。車椅子利用者など、階段
を降りることができない方は避難用スロープをご利用ください。
問道路課・内線2397
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10令和2年（2020年）2月25日

●首都直下型地震への備え　日本オ
ストミー協会三多摩支部が主催。東京
医療保健大学教授・桜井礼子さんと学
生グループによる講演と意見交換を行
います時3月8日㈰午後1時30分〜4時
30分場たましんRISURUホール定48人

（申込順）申石川さん☎（522）6910
●私たちと一緒に楽しく手芸小物を作
りましょう　NPO法人トモニが主催。
かわいい小物を手芸で手作りします。あ
まり手芸をしない初心者の方も大歓迎
です。キットや道具はすべて用意します
時3月16日㈪午後1時〜3時場高松学習
館費500円（材料代ほか）定12人（申込
順）申トモニ・高

こう

塚
づか

さん☎（849）2771
●中大落研春爛漫寄席　中央大学学員
会立川支部が主催。立川落語会がプロ
デュースする寄席です。主演は中央大
学落語研究会。直接会場へ時3月8日㈰
午後1時45分開演（午後1時30分開場）
場女性総合センター1階ホール定196
人（先着順）問布施さん☎090（8816）
7438

●ダンス羽衣サークル　37年の歴史あ
るサークル。93歳の会員もプロA級の指
導で基本から学び、ラテン・ベーシック

群です時▷毎週木曜日、午後3時〜5時▷
毎週土曜日、午前9時〜正午場練成館月
1,000円（ほかに体験用マウスピース代と
して110円）申下

しも

遠
とお

野
の

さん☎（526）1032
●立川ソシアルダンスクラブ　第1週・
第3週は豊泉國利さんの指導によるスタ
ンダードのレッスン、第2週・第4週はラ
テンのレッスンを行っています。見学歓
迎対社交ダンス経験者時毎週木曜日、
午後7時〜9時場上砂会館、こぶし会館
入1,000円月2,000円申鳥海さん☎090

（5768）7490
●フラの会アロアロ　ハワイの音楽にあ
わせ、愛・自然の恵みなどを体で表現する
フラダンスは心にゆとりを与えてくれま
す。年に一度の発表会で新しい自分を発
見してください。60代が中心です時月3
回の木曜日、午後2時〜3時15分場砂川
学習館入2,000円月3,500円申蝦

えび

名
な

さん
☎（525）2748
●立川数理科学愛好会　山本義隆・著

『新・物理入門』第2章 力学、第5章 電
磁気学を参加者が持ち回りで説明し、全
員で議論します。アドバイザーが同席し
ます対高校生以上の方時月1回の日曜
日、午前9時〜正午場柴崎学習館定10
人（申込順）申佐々木さん e ksasaki@
aa.cyberhome.ne.jp

のステップを踏んでいます対社交ダン
ス経験者時毎週水曜日、午後7時〜9時
場三中体育館入1,000円月3,000円定3
人（申込順）持ダンスシューズ申武藤さ
ん☎090（6316）8543
●リーベ（英会話）　オリンピックも近
づき、来日する外国人に備えたり、海外
旅行を楽しんだり、教養を高めたり、新
しい交友を楽しむなど、昨今の英語ブー
ムに対応した素敵で面白いクラスです
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

しろ

岩
いわ

さん
☎090（7425）7744
●顔ヨガサークルペルル　今話題の
顔ヨガは、ほうれい線やたるみなどを
自力で改善する表情筋トレーニングで
す。若々しさと自信を取り戻し、写真写
りがよい笑顔になります 対 女性 時 毎
月第2水曜日または第3土曜日、午前
10時30分〜正午場女性総合センター 
月2,000円定15人（申込順）申小

お

山
やま

さん
☎090（4013）0302
●日本スポーツウエルネス吹矢協会立
川中央支部　スポーツ吹矢は、どなた
でも参加できるスポーツで、的を目がけ
て矢を放ちます。腹式呼吸を基本にした

「スポーツ吹矢式呼吸法」で健康効果抜

　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。今年度から社
会教育関係団体を除き、年度最初の申
し込みの際に掲載団体登録用紙を提出
していただきます。この登録用紙と掲載
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。

●水墨画体験講習会　砂川水墨画友の
会が主催。講師の浅見泰泉さんによる
初心者を対象とした講習会です。用具は
用意します時3月7日・21日の土曜日、午
後1時10分〜4時場砂川学習館定各6
人申中野さん☎（537）2794
●ジョイフル・アート・グループ展　柴
崎学習館で活動をしている絵画サーク
ルの作品を展示します（水彩画、パステ
ル画、色鉛筆画ほか。講師の絵画も）。直
接会場へ時3月4日㈬〜8日㈰、午前10
時〜午後5時（最終日は午後3時まで）
場女性総合センター1階ギャラリー問小

お

幡
ばた

さん☎（525）1767

まちのお知らせ

会員募集


