
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）

パソコン講座「Excel入門」�
対文字入力ができる方時2月15日㈫
〜17日㈭、午前10時〜正午（全3回）
場 西砂学習館 師 生涯学習市民リー
ダーの皆さん費2,000円（受講料、資
料代）定10人（申込順）保若干名（1
歳〜学齢前）持パソコン（Excel2010
以降）申1月11日㈫から西砂学習館☎

（531）0431へ

どう取り組む？外国人子育て
家庭への支援

外国にルーツをもつ家庭を支える地
域づくりについて学びます時2月12
日・26日の土曜日、午前10時〜正午

（全2回）場 幸学習館 師 東洋大学教
授・南野奈津子さん定30人（申込順）
保若干名（1歳〜学齢前）申1月11日
㈫から幸学習館☎（534）3076へ

再就職をめざす女性のための
職業訓練～Word・Excel基
礎科

対 結婚、出産、育児、介護等で離職
し、ハローワークで求職登録をしてい
る女性時2月28日㈪〜3月4日㈮、午
前10時〜午後3時（全5回）場女性総
合センター定10人（抽選）保6人（6
か月〜学齢前）持受講決定後テキス
ト（2,200円）を購入して持参申1月
24日㈪〜2月4日㈮〔必着〕に申込書

（「TOKYOはたらくネット」のホーム
ページからダウンロード可）を、郵送
で東京都産業労働局能力開発課就業
促進担当〔〒163-8001新宿区西新
宿2-8-1都庁第一本庁舎21階〕☎03

（5320）4807へ問市男女平等参画
課☎（528）6801

話し方講座
声と言葉を磨き、伝える力を伸ばし
ます対女性時2月21日㈪午後2時〜
4時場女性総合センター師フリーア
ナウンサー・向坂真弓さん定20人（申
込順）保5人（1歳〜学齢前）申1月11
日㈫から男女平等参画課☎（528）
6801へ

子どもと家庭を支える～ヤン
グケアラーに支援をつなげる
ために

ヤングケアラーについて、関係機関や
団体、地域が取り巻く現状や、ともに
できること等を学びます。子ども支援
ネットワーク全体会第2部として開催。
直接会場へ時1月28日㈮午後2時30
分〜4時（午後2時20分開場）場女性
総合センター1階ホール師立教大学 
コミュニティ福祉学部福祉学科助教・
田中悠美子さん定120人（先着順）問
子ども家庭支援センター子ども家庭
相談係☎（528）6871

催し

トロンボーンアンサンブルコ
ンサート

国立音楽大学トロンボーン専攻生が
「ブルックナー・エチュード」と「4本
のトロンボーンのための組曲」ほかを
演奏します時２月８日㈫午後7時から
場たましんRISURUホール小ホール
定200人（申込順）申1月16日㈰午前
10時からたましんRISURUホール☎

（526）1311へ

ふれあい作品展
書道、絵画、写真、文芸、造形など。直
接会場へ。出展者の募集は終了して
います時1月17日㈪〜21日㈮、午前9
時〜午後3時50分（午前11時50分〜
午後1時を除く）場柴崎福祉会館1階
大会議室問立川市老人クラブ連合会

〔柴崎福祉会館内〕☎（521）3733へ

東京富士美術館鑑賞ツアー
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之 三代展」や常
設展を鑑賞し、学芸員の方に三代展
の解説を聞きます対小学生以上の方

（小・中学生は保護者同伴）時２月
23日（水・祝）午前11時〜午後1時ごろ
場東京富士美術館（八王子市谷野町
492-1）集合・解散費1,000円（高校
生･大学生700円、小･中学生300円）
定14人（抽選。最少催行人数7人）申
1月28日㈮〔必着〕までに、「東京富士
美術館希望」、応募者全員（3人以内）
の住所・氏名（ふりがな。代表者に○
印）・年齢・電話番号を書いて、はが
き、ファクス、Eメールで立川市地域文
化振興財団〔〒190-0022錦町3-3-
20〕☎（526）1312Fax（525）6581 e

bijyutsu@tachikawa-chiikibunka.
or.jpへ

ボラスタ＆ボラfunライブ
これからボランティアを始める方を対
象とした説明会（ボラスタ）を行いま
す。また、地域で何かしたい方と、地域
で活動しているボランティア・市民活
動団体の交流オンラインイベント（ボ
ラfunライブ）も開催します（オンライ
ン会議ツール「Zoom」を使用）時1
月25日㈫午後1時〜3時場総合福祉
センター定▷ボラスタ＝10人▷ボラ
funライブ＝50人（いずれも申込順）
申電話でボランティア・市民活動セン
ターたちかわ☎（529）
8323へ〔右2次元コー
ドの申込フォームから
も申し込めます〕

環境シンポジウム
テーマは「みんなでつくろう環境ビジ
ネス2022」。統計数理研究所助教・
村上大輔さん、国立極地研究所准教
授・岡田雅樹さんの基調講演、市の補
助金制度や改修事例紹介など。ライ
ブ配信も行います。立川商工会議所
と共催時2月4日㈮午後1時〜4時15
分場女性総合センター定70人（申込
順）申参加者名、会社名、所在地、電
話番号、ファクス番号、メールアドレ
スを書いて▷会場参加＝ファクスで
▷配信視聴＝Eメールで立川商工会

議所Fax（527）5913 e a.ninomiya@
tachikawa.or.jpへ問市環境対策課
温暖化対策係・内線2243

第12回プレ錦まつり
東京学芸大学の学生と地域について 
楽しく学びます。オンライン会 議ツ
ール「 Zo om 」を使用します 定 8 人 
〜15人（申込順）申1月11日㈫から電 
話、または氏名、連絡先を書いてEメ 
ールで錦学習館☎（527）6743 e nishi 
kigakusyukan@city.tachikawa.lg. 
jpへ

内容 対象・日時
大学生と一緒に頭脳
ゲーム！人生100年
時代を生き抜こう♪

時1月29日㈯午前
10時～11時30分

私たちの「気づき」が
未来を創る！～フー
ド ロ ス か ら 考 える
SDGsアクション

対中高生時1月29
日㈯午後0時30分
～2時

探検すごろく～これ
で君も、立川博士！

対小学3年～6年生
（保護者参加可）
時1月29日㈯午後
2時30分～4時

立川クエスト「いま、
世界は広がる。」

対小学1年生以上
の方時1月30日㈰
午前10時～11時
30分

大人のためのアート
ツアー～立川オブジ 
ェを学び、語る

対 18歳以上の方
時1月30日㈰午後
0時30分～2時

パパママまったり交流
会～思い出のTシャツ
をリメイクしませんか

対子育て中の方時
1月30日㈰午後2時
30分～4時

財団どこでもステージ「富士
見町ふれあいコンサート」

オペラの解説やレクチャーが中心で
す。出演は、森口賢二さん（お話とバ
リトン）、熊澤弥緒さん（ピアノ）。曲
目は、「うさぎとかめ（童謡）」ほか時2
月20日㈰午後２時〜３時15分（午後
１時開場）場滝ノ上会館定50人（抽
選。市内在住の方を優先）申1月28日
㈮〔必着〕までに、応募者全員（３人以
内）の住所・氏名（ふりがな。代表者に
〇印）・年齢・電話番号を書いて、はが
き、ファクス、Eメールで立川市地域文
化振興財団「2/20ふれあいコンサー
ト」係〔〒190-0022錦町3-3-20〕☎

（526）1312Fax（525）6581 e doko 
demo@tachikawa-chiikibunka.
or.jpへ

●立川中央ハーモニカサークル　心
肺機能強化につながるといわれている
ハーモニカで楽しく健康づくりをしま
しょう。ベテランの講師が丁寧に指導し
ます。見学可、初心者歓迎時・場▷毎月
第１月曜日、午後1時〜3時＝柴崎学習
館▷毎月第3月曜日、午後1時〜3時＝柴
崎会館入1,000円月3,000円申内

うち

木
き

場
ば

さん☎（535）3689
●武蔵野の里作りクラブ　国営昭和記
念公園内のこもれびの里エリアで、ボラ
ンティア活動をしています。農作業や古
民家管理などに興味のある方、参加し
てみませんか対中学生以上の方時主に
毎週土曜日、午前9時45分〜午後3時場
国営昭和記念公園年500円定20人（申
込順）申こもれびの里事務局☎（569）
6277
●歌の会　大広間の舞台に上がってカ
ラオケの練習をします対60歳以上の方
時月3回の月曜日、または火曜日、午後1
時〜4時場柴崎福祉会館定10人(申込
順)申平

ひら

畠
はた

さん☎(535)5071〔午後6時
〜9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。

まちのお知らせ
●「風景讃歌」四季のふれあいを求めて　
立川フォトサークル四季が主催。１年間
の四季の風景を撮りためた写真を展示
します。直接会場へ時1月24日㈪〜30
日㈰、午前10時〜午後5時（初日は午後
1時から）場女性総合センター1階ギャ
ラリー問黒須さん☎090（1614）0528

会員募集
●ワヒネ・ウクレレサークル　一緒にウ
クレレの練習を楽しみましょう。体験可。
貸しウクレレあり。60歳以上の方歓迎
時毎月第２・第４金曜日▷初級クラス＝
午後1時〜2時▷上級クラス＝午後2時
15分〜3時15分場柴崎会館入500円月
3,000円（ほかに運営費として100円）定
5人（申込順）申田辺さん☎（595）8874

フォームからお申し込みください。
●たちかわサイクルサッカークラブ見
学・試乗　サッカーに似た室内自転車
競技･サイクルサッカーの競技見学､
自転車の試乗を随時受け付けていま
す時毎週木曜･日曜日、午後6時〜8時
申｢たちかわサイクルサッカークラブ」
のホームページの申込フォームから
お申し込みください。

●ほうかごシアター「ドン・キホーテ
とサンチョ・パンサのおかしな旅」　
スペイン文学の傑作『ドン・キホーテ』
を、子どもも大人も楽しめるよみしば
いで上演します時1月25日㈫午後4時
開演費400円（中学生以下200円､3
歳以下無料｡子どもが無料で観劇で
きる「あしながチケット」あり）申「たち
かわ創造舎」のホームページの申込

イベント
紹介

場 たちかわ創造舎
問 ☎（595）6347
HP「たちかわ創造舎」で検索
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受け付け） 問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ マスクの着用や検温など、 感染症の予防にご協力をお願いします。


