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講座

こころを傾けて聴こう〜傾聴
のおはなし

マークはたちかわ☆きらきらカー
ドの対象の
「市民企画講座」
です。
マークは郷土の理解を深める講

時 11月13日㈮・18日㈬、
午後１時30
分〜３時30分（全２回）場 柴崎学習館
師 にしき傾聴クラブの皆さん 定 20人

座などを行う
「立川市民科」
です。

（申込順）申 10月13日㈫から柴崎学
習館☎
（524）2773へ

根川と多摩川の自然観察

防災講座
「コロナ禍と避難所」
時 11月８日㈰午前10時〜11時30分

場 幸学習館 師 立川市災害ボランティ
アネット・矢野和孝さん 定 40人(申
込順) 申 10月10日㈯から幸学習館☎

（534）3076へ

お一人さま女性の資産管理セ
ミナー
「セカンドライフを安心
してより豊かに過ごすために」

上の市民の

オンラインによる創業応援塾
＆フォローアップ

方（ 小 学 生

オンライン会議ツール「Zoom」を使

企画・運営はひとりの老後を応援す

は保護者同

用し、経営の基礎知識やSNS等のノ

伴）時 10月

る団体「リリアンネット」対 女性 時 11

ウハウを学びます。特定創業支援等

対 小学生以

月14日㈯午後２時〜４時 場 女性総合

センター 師ファイナンシャルプランナ

25日㈰午前９時30分〜正午ごろ
（小

事業対象のセミナーで、
すべて受講す

雨実施）場 柴崎市民体育館集合〜根
川緑道〜立日橋下〜たまがわ・みら

ると創業に関する優遇策が受けられ
ます 時▷講義＝11月７日〜12月12日

ー・横田健一さん 定 35人（申込順）申
10月12日㈪から男女平等参画課☎

の土曜日、午前９時30分〜午後４時

(528)6801へ

いパーク解散（約５km）師 緑花文化
士・池村国弘さん 定 15人（申込順）持

30分（11月14日を除く）
▷フォローア

雨具、帽子、飲み物、
カメラ申 10月10

ップ＝令和３年１月16日㈯午前10時
〜午後４時（全６回）費 5,000円
（受講

日㈯から歴史民俗資料館☎（525）

料）定 40人（申込順）申「立川商工会

0860へ

議所」
のホームページからお申し込み

美味しい料理と素敵なヘアア
レンジ
（初級編）

寛さん、
フードバンク立川・澤井眞彦
さん 定 15人（申込順）持 筆記用具 申
10月13日㈫から幸学習館☎（534）
3076へ

手作りグッズで赤ちゃんを迎
えましょう
対 妊娠中の方、
家族の方 時 11月６日・

20日、12月４日の金曜日、午前10時
〜正午（全３回）場 錦学習館 師 生活
の知恵を学ぶ会の皆さん 費 約1,500
円（材料代）定 ７人（申込順）持 裁縫

十文字自彊術体操初心者セミ
ナー
企画・運営は十文字自彊術野いちご
対 小学生以上の方 時 11月21日㈯午

道具 申 10月10日㈯から錦学習館☎

（527）6743へ

労働セミナー
「パートタイマ
ーの日頃の疑問に答えます」

後１時〜２時30分 場 砂川学習館 師 十

パートタイムで働く方向けに、法律、

2700、市産業観光課商工振興係・内

文字自彊術健悠会講師・山本裕子さ
んほか 定 20人（申込順）持 動きやす

労働保険・社会保険、税金について

東京女子体育大学公開講座

11月16日㈪午前10時〜正午 場 幸学

もの）
を持ち寄ってください 時 11月７
日㈯午後２時〜４時 場 幸学習館 師 セ
カンドハーベスト・ジャパン・大竹正

ください 問 立川商工会議所☎（527）

前半はお手軽レシピの実演を見学し、 線2644
後半はミディアム〜ロングヘア向け
のセルフヘアアレンジを学びます 時

ドドライブ(食品寄贈)を実施します。
余っている食品（生鮮食品以外で、賞
味期限まで２か月以上ある未開封の

●小学生講座「たのしい理科教室」

い服装、
ヨガマット
（バスタオル）、飲
み物 申 10月13日㈫から砂川学習館☎
（535）5959へ

基礎から解説します。終了後に相談
会も実施します 時 11月25日㈬・27日
㈮、午後１時30分〜３時30分（全２
回）場 国分寺労政会館（国分寺市南町

習館 師 料理研究家・山上佳汰さん、美

食べ物の色素を取り出し、
いろいろな

料、
材料代）定 10人
（申込順）保 若干名

小学３年〜６年生 時 11月14日㈯午後

食べられるのに捨てられている食べ

働相談情報センター国分寺事務所☎

物を、必要な人に届ける活動「フード

立市）師 同大学准教授・折本周二さん
費 500円
（材料代、傷害保険料）定 20

042（323）8511へ 問 市産業観光課

バンク」について学びます。
また、
フー

商工振興係・内線2644

容師・眞部貴大さん 費 1,000円（受講

液体を混ぜて色の変化を調べます 対

（１歳〜学齢前）申 10月13日㈫から

１時〜３時 場 東京女子体育大学（国

幸学習館☎
（534）
3076へ

パ ソ コ ン 講 座「Wordで 年 賀
状を作ろう」

イベント
紹介

年齢、学年、性別、電話番号を書いて、
はがき、
ファクス、Eメールで、同大学

㈮午前10時〜正午 場 柴崎学習館 師

地域交流センター〔〒186‑8668住

生涯学習市民リーダー・大橋正彦さ

所記入不要〕☎（572）4324 Fax（572）

ん 費 1,000円（受講料、資料代）定 10

4317 e chiiki@twcpe.ac.jpへ※開

人(申込順) 保 若干名(１歳〜学齢前）

催１か月前に定員を超えた場 合は

月10日㈯から柴崎学習館☎（524）

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☎

持 パソコン(Word2010以降) 申 10

2773へ

（528）6872

たちかわ読書ウィーク
いつでもそば に 本を

中央図書館
●展示
「ベートーヴェン生誕250周年」
ベートーヴェン関連のCD、
書籍等を展
示、
貸し出します場 中央図書館3階
●きほんとしょの福袋 基本図書を
セットにした福袋を貸し出します 場 中
央図書館4階
●立川POPパレード 中学生や高校
生が投稿したおすすめ本のPOPを展
示します場 中央図書館3階

柴崎図書館
●おしえて！みんなの好きな本 おす
すめ本を葉っぱの形の紙に書いてもら
い、
壁に貼ったたぬきのイラストのまわ
りに飾ります。
書かれた本の展示も行
います▷記入期間＝10月10日㈯〜11

月3日（火・祝）▷掲示期間＝10月10日㈯
〜11月8日㈰▷本の展示＝10月20日
㈫〜11月8日㈰
●図書館ワクワク福袋 袋の中には
テーマに沿ったおすすめ本が入ってい
ます。
中身の見えないワクワク感と普段
自分では選ばない本との出会いをお届
けします時 11月1日㈰〜3日（火・祝）

上砂図書館
●私のおすすめ本 おすすめ本の紹
介を書いてもらい、
壁に貼っていきます
●かみすなスタンプラリー2020 貸
し出し資料の分類ごとにスタンプを押
し、
コンプリートした人にはプレゼント
を渡します

令和2年
（2020年）
10月10日

場 たちかわ創造舎
問☎
（595）
6347

HP「たちかわ創造舎」
で検索

●ほうかごシアター・オンライン
「長靴 ●｢たちかわ創造舎通信・秋号」を発
をはいたネコ」 人間のことばをしゃ 行しました たちかわ創造舎の活動
べるネコが、知恵をつかってご主人の レポートやイベント情報､スタッフコ
ために大活躍。
たちかわ創造舎全体を ラムなどを掲載するフリーペーパーで
使って新しい演出で製作しました。10 す。市内の公共施設に配架するほか、
月25日㈰午前11時からYouTube「た 「たちかわ創造舎」のホームページで
もご覧になれます。
ちかわ創造舎チャンネル」
で配信。

10月27日 火 〜11月8日 日

9

とみさん 定 50人(申込順) 申 東京都労

人※ 申 講座名、住所、氏名(ふりがな）、

対 文字入力ができる方 時 11月20日

第 15 回

3‑22‑10）師 社会保険労務士・田島ひ

フードバンクを知ろう

「たちかわ読書ウィーク」
の期間中、
市内の図書
館で企画展示をはじめ楽しいイベントを開催しま
す。
くわしくは図書館で配布するパンフレットか、
図書館ホームページをご覧ください。
問 中央図書館☎
（528）
6800

西砂図書館
●にしすなとしょかんぼくじょう〜これ
がみんなの好きな本！ 西砂図書館
のマークである牛の形をした記入用紙
（配布中）
に好きな本の紹介文を書い
てもらい、
パネル展示します対 小学生
●おうちでおはなし会♪〜絵本の福袋
読み聞かせの初心者に適した絵本を3
冊1セットで貸し出します。

若葉図書館
●読んでためよう！わくわくポイント
カード 1冊借りると1ポイント。
15ポ
イントたまると、
手作りのしおりや和紙
のブックカバーをプレゼント時 10月10
日㈯〜11月8日㈰

高松図書館
●目指せ！松尾芭蕉〜五七五で詠んで
みよう！ 俳句の作り方を館内に設置
します。
指定の用紙に書かれた俳句を
掲示します。
10月27日㈫から作品受付
開始。
11月23日（月・祝）まで作品を掲示し
ます対 小・中学生

立川市役所（〒190-8666）
立川市泉町1156-9 ☎
（523）
2111
（代表） Fax
（521）
2653

