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

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☎
（528）6872

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）

色えんぴつで楽しむお手軽ア
ート～植物の魅力再発見、夏
の花を描こう！
小学4年生以下は保護者同伴 時 8月
10日・17日・24日の火曜日、午前10
時～正午（全3回）場 女性総合センタ
ー 師 日本植物画倶楽部理事・小林英
成さん 費 1,800円（受講料、材料代）
定 15人
（申込順）保 若干名（1歳～学
齢前）持 鉛筆、消しゴム、12色の色鉛
筆 申 7月12日㈪から生涯学習推進セ
ンター☎
（528）
6872へ

初心者向け農業体験講座～野
菜作りを体験して、楽しく収
穫しよう

アロマでせっけんづくり
看護教員や看護学生と一緒にせっけ
んづくりを通して手洗いの大切さを
考えます 対 3歳〜小学生と保護者 時 8
月26日㈭▷午前10時～正午▷午後1
時～3時 場 東京医療保健大学国立病
費
院機構立川キャンパス
（緑町3256）
定 30組
申 7月
500円
（材料代）
（申込順）
10日㈯から申込フォーム
（右下２次元

センター〔〒186-8668住所記入不
要〕☎（572）4324 Fax（572）4317 e
chiiki@twcpe.ac.jpへ※開催１か月
前に定員を超えた場合は抽選、超え

20人（抽選）申 7月28日㈬〔必着〕ま
でに、
「 東京たま広域資源循環組合」
のホームページから申し込むか、は
がきに、参加希望日、参加者全員の住
所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話

または、
これから働きたいと考えてい
る女性の方 時 8月25日㈬午後0時20
分～4時 場 女性総合センター 師 人材

採用コンサルタント・小澤明人さん 定
20人程度（申込順）保 6人程度（１歳
～学齢前）申 7月15日㈭から東京しご
とセンター多摩女性しごと応援テラ
ス多摩ブランチ☎
（529）9003へ

夏の平和人権上映会と戦時下
の代用品展

番号（日中連絡のとれる番号）、在勤・
在学の方は勤務先名か学校名を書い
て東京たま広域資源循環組合「夏休

●平和人権上映会

市健康推進課保健事
業係☎︎
（527）
3272

み処分場見学会」係〔〒190-0181東
京都西多摩郡日の出町大字大久野
7642番地〕☎042（597）6152へ

を聞き、
平和について考えます 時 下表
申 7月10
（申込順）
のとおり定 各30人
日㈯から、
電話、
または氏名、
連絡先を

仲間と仕事を立ち上げよう！
労働者協同組合法を学ぶ
働く人や市民が出資し合い、事業運
営をしながら地域に必要な仕事を創

催し

東京女子体育大学公開講座

ァクス、Eメールで、同大学地域交流

合・解散）費１人500円（昼食代）定 各

京しごとセンター多摩の利用登録が
必要です
（当日登録可）対 就職活動中

コードからアクセス可）
から申し込んで
ください 問 東京医療保
健大学☎︎
（ 521）
7201、

る「協同労働」。社会的起業を検討し
ている方、現在法人化を検討している
時 8月21日、9月11日、10月2日、12
団体に特におすすめです。
オンライン
時
月4日、令和4年1月8日の土曜日、午
でも行います 8月5日㈭午後7時～
9時 場 総合福祉センター 師 日本労働
後1時30分～4時（全5回）場 ひまわ
り農園（若葉町2丁目）師 体験型農園
者協同組合連合会職員 定 20人（申込
園主・鈴木豊さん 費 5,200円（種苗代、 順）申 ボランティア・市民活動センタ
保険料ほか）定 15人（申込順）申 7月
ーたちかわ☎︎（529）8323、
または
「立
川市社会福祉協議会」のホームペー
12日㈪から生涯学習推進センター☎︎
ジからお申し込みください。
（528）
6872へ

●中学・高校生講座「剣道」 対 中高
生 時 8月21日㈯午後1時30分～4時
場 東京女子体育大学（国立市）師 同
大学講師・瀬川剛さん 費 200円（傷害
保険料）定 30人※ 申 講座名、住所、氏
名(ふりがな)、年齢、学年、性別、電
話番号、学校名を書いて、はがき、
フ

（JR八王子駅付近集合・解散）▷8月
17日㈫＝浅川清流環境組合、二ツ塚
処分場、谷戸沢処分場（立川北口公
園付近集合・解散）
▷8月20日㈮＝武
蔵野クリーンセンター、二ツ塚処分
場、谷戸沢処分場（JR三鷹駅付近集

ごみのゆくえを知ろう！「夏
休み処分場見学会」
皆さんが出したごみがどのように処
理されているのか、確かめてみませ
んか。
くわしくは「東京たま広域資源
循環組合」のホームページをご覧く
ださい 対 多摩地域在住の小学４年～
６年生と保護者、多摩地域在住・在
勤・在学の中学生以上の方 時・場 ▷8
月10日㈫＝八王子市戸吹クリーンセ
ンター、二ツ塚処分場、谷戸沢処分場

公園の利用はマナーを守って
公園の利用についての苦情が市に寄せられています。次のマナーを守
り、皆さんが公園を快適に利用できるよう、ご協力ください。
問 公園緑地課公園係・内線2268
●ペットのふんは飼い主の責任で
●ごみは捨てずに、必ず持ち帰りま
必ず持ち帰ってください。また、 しょう。また、公園内での喫煙や飲
ペットをリー
酒はやめましょう。
ドから外して
公園内で放す
ことはやめま
しょう。

多摩で働こう！女性と企業の
交流&見学会
セミナーと、企業との交流会を行いま
す。
４社の企業が参加予定。希望者に
は後日見学会があります。受講には東

場 柴崎学習館

映像を見て、
話

書いてEメールで柴崎学習館☎︎
（524）
2773 e shibasakigakusyukan@city.
tachikawa.lg.jpへ
●戦時下の代用品展 直接会場へ 時
7月22日（木・祝）～8月17日㈫、午前9時
～午後8時

平和人権上映会
日程

内容

▶午前10時〜10時50分＝
「The A-bombヒロシマで何が起こったか」
日本
「The A-bomb What happened to
７月23日（金・祝） 語版▶午前10時50分〜11時40分＝
Hiroshima?」
英語版▶午後２時〜４時＝アニメ
「はとよひろしまの空」
とお話
７月27日㈫

▶午前10時20分〜11時40分＝「上海・支那事変後方記録」

７月28日㈬

▶午前10時20分〜11時40分＝「僕の村は戦場だった」
日本語版

７月31日㈯

▶午前10時〜11時45分＝「葫蘆島大遣返・日本人難民105万引揚げの記
録」▶午後２時〜３時30分＝「忘却の海峡」

８月４日㈬

▶午前10時50分〜正午＝アニメ
「つるにのって・ともこの冒険」ほか▶午
後２時〜３時30分＝「生きていてよかった」

８月６日㈮

▶午前10時30分〜正午＝アニメ
「夏服の少女たち・ヒロシマ昭和20年８
月６日」
とお話▶午後２時〜３時30分＝
「世界は恐怖する・死の灰の正体」

８月７日㈯

▶午前10時30分〜正午＝アニメ
「ながさきの子うま」ほかとお話

８月11日㈬

▶午前10時20分〜11時40分＝「平和の谷」日本語版▶午後２時〜３時
10分＝「戦ふ兵隊」

８月14日㈯

▶午前10時20分〜11時40分＝アニメ
「お星さまのレール」

８月18日㈬

▶午前10時〜午後０時15分＝「ガラスのうさぎ・東京大空襲」
とお話▶午
後２時〜３時45分＝「原爆の子」

イベント
紹介
●ほうかごシアター ･ダンスワーク
ショップ「妖怪ダンスを踊ろう！」 妖
怪になりきって､ダンスを踊ります 対 小
学生 時 7月17日㈯▷午後1時30分から
▷午後3時から
（約1時間）場 たちかわ
（申込順）師 すこやかク
創造舎 定 各８人
ラブ・うえもとしほさん､甲斐美奈寿さ
（無料で参加できる
「あしな
ん 費 200円
がチケット」
あり）申「たちかわ創造舎」
のホームページの申込フォームから申

問☎
（595）
6347

HP「たちかわ創造舎」
で検索

し込んでください
●あちこちシアター「ユカイな妖怪大
作戦！」 子どもも大人も楽しめるダ
ンスパフォーマンスを、立川シアター
プロジェクトがお届け。
どんな妖怪が
現れるのかお楽しみに。直接会場へ 時
7月23日（金・祝）午前11時開演（上演時
間約30分）場 たましんRISURUホー
ル小ホール 費 500円（中学生以下300
円､3歳以下無料）

イベントの中止情報
新型コロナウイルス感染症の影響により、次のイベン

●夜遅くまで大声で騒ぐなど、公
園の周辺に住んでいる方に迷惑と
なる行為はやめましょう。

●公園内での花火は禁止です。
また、
危険なボール遊びやスケートボー
ドはやめましょう。

トが中止になりました。ご理解とご協力をお願いします。
このほかのイベントなどの開催状況については市ホーム
ページをご覧ください。
●立 川よいと祭り 問 立 川よ
いと祭り実行委員会事務局
〔立
川 市 地 域 文 化 振 興 財 団 内 〕☎
（526）
1312
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令和3年
（2021年）
7月10日

●立川まつり国営昭和記念公園
花火大会 問 同大会実行委員
会
〔立川商工会議所内〕☎
（527）
2700

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

