
講座

マークはたちかわ☆きらきらカー
ド対象の「市民企画講座」です。

マークは郷土の理解を深める講
座などを行う「立川市民科」です。

地域の社会資源や福祉制度に
ついて学ぼう～高齢者を取り
巻く諸問題と解決策�

福祉制度の総論を掘り下げて各論の
概要を学びます時7月14日、8月25日、
9月8日、10月13日、11月10日、12月
1日の木曜日、午後2時30分～4時30
分（全６回）場柴崎学習館師立川社会
福祉士会副会長・井出晃正さんほか
定15人（申込順）保若干名（1歳～学
齢前）申6月10日㈮から柴崎学習館☎︎

（524）2773へ

東京女子体育大学公開講座
いずれも場東京女子体育大学（国立
市）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、は
がき、ファクス、Eメールで同大学地域
交流センター〔〒186-8668住所記入
不要〕☎︎（572）4324Fax（572）4317 e

chiiki@twcpe.ac.jpへ
●スケッチ教室　果物や野菜をモチ
ーフにスケッチをします対小学生時
7月2日㈯午後1時～4時師同大学教
授・渡邊洋さん費500円程度（材料代、
傷害保険料）定20人※

●器械運動　マット、とび箱、鉄棒、平
均台にチャレンジします対①小学1年
～3年生②小学4年～6年生時①7月9
日㈯午後1時～3時②7月10日㈰午前
10時～正午師同大学教授・渡辺博之
さんほか費200円（傷害保険料）定各
40人※

●かんたんプログラミング　小学校
高学年・初心者向けです。単純な動き
をあわせたゲームづくりが目標です対
小学４年生以上時7月16日㈯午後１
時～4時師同大学准教授・石出勉さん
ほか費100円（傷害保険料）定20人※

●我慢する食事から食べたい食事へ
食べたいものを食べて、健康を維持す

るポイントを学びます対18歳以上の
方時7月23日㈯午後１時～2時30分
師同大学教授・筒井孝子さん費100円

（傷害保険料）定50人※ 

※開催1か月前に定員を超えた場合
は抽選、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☎︎

（528）6872

おやこ社会科クラブ「少年飛
行兵学校」�

身近にあった戦争の歴史を聞き、現地
を歩いて平和について考えます時7月
2日㈯午前9時～午後0時30分場砂川
学習館ほか師元中学校教諭・楢崎由
美さん費交通費実費定15人（申込順）
持帽子、歩きやすい靴、飲み物申6月
10日㈮から氏名、連絡先を、電話、ま
たはEメールで柴崎学習館☎︎（524）
2773 e shibasakigakusyukan@
city.tachikawa.lg.jpへ

音の探検隊！色や形の探検隊！�
～おもしろいことば、音、色
や形を見つけよう！

見つけた言葉を音楽にしたり、音や色、
形のコラボレーションなど、楽しみな
がら学びます対３歳以上の方（3歳～
小学2年生は保護者同伴）時7月16日
㈯午後１時～3時場砂川学習館師国
立音楽大学教授・井上恵理さん、宇
佐美明子さんと学生の皆さん定25人

（申込順）申6月10日㈮から砂川学習
館☎︎（535）5959へ

40代からはじめるホームペ
ージ作成入門講座

働くための第一歩として、ホームペー
ジ作成をやってみませんか。講座後
は個別相談もできます対36歳～51
歳の方時６月27日㈪午後１時30分～
３時30分場女性総合センター申「シ
ャフト・プログラム」のホームページ
からお申し込みください（下２次元
コードからアクセス可）問認定ＮＰＯ
法人育て上げネット☎︎

（527）6051、市産業
振興課商工振興係・内
線2644

平和都市宣言30年「立川市民
の戦争」�

立川市民が体験した戦争を知り、平和
について考えます。各地域の空襲体験
ビデオも上映します。地域運営協議会、
市民推進委員会と共催時・場下表のと
おり師立川市市史編さん委員・楢崎茂
彌さん定各50人（申込順）申6月10日
㈮から柴崎学習館☎︎（524）2773へ

日時 タイトル 場所

① 7月9日㈯午後2時～4時
「女性たちの
戦争」

砂川
学習館

② 7月16日㈯午後2時～4時
「空襲下の子
どもたち」

西砂
学習館

③ 7月30日㈯午後2時～4時
「新編・異国
の空の下で」

幸
学習館

④ 8月20日㈯午後2時～4時
「志願した少
年たち」

柴崎
学習館

⑤
8月28日㈰
午後6時30分
～8時30分

「出征を見
送った市民
たち」

高松
学習館

平和都市宣言30年「学ぼうヒ
ロシマ」

ヒロシマの被爆の実相について正し
く学び、被爆者の話を聞きます対小
学4年生以上の方時7月18日（月・祝）午
後2時～4時場柴崎学習館師広島平
和記念資料館ヒロシマピースボラン
ティア・楢原泰一さんほか定30人（申
込順）申6月10日㈮から柴崎学習館☎︎

（524）2773へ

麦脱穀体験�
古民家園の畑で刈り取った小麦を
脱穀します対小学生以上の市民の方

（小学生は保護者同伴）時6月26日
㈰午前10時～正午ごろ（荒天中止）
場川越道緑地古民家園師農業指導
者・豊泉喜一さん、金子昭さん定20人

（申込順）持汚れてもよい動きやすい
服装・靴、軍手、タオル、飲み物申6月
10日㈮から歴史民俗資料館☎︎（525）
0860へ

いきいきと生活するために～
がんばりすぎない家事と家計

生ごみの処理の仕方、衣類をきれい
に洗うコツなどを学びます。企画・運

営は多摩友の会立川方面時7月2日・
16日の土曜日、午後1時30分～3時
30分（全2回）場女性総合センター費
1回500円（受講料）定15人（申込順）
保若干名（1歳～学齢前）持筆記用具
申6月10日㈮から生涯学習推進セン
ター☎︎（528）6872へ

怒りの感情のコントロール法
～アンガーマネジメント

怒りと上手に向き合い、コントロール
する方法を学びます。企画・運営は生
涯学習市民リーダーの会時7月5日
㈫午後2時～3時30分場柴崎学習館
師アンガーマネジメントコンサルタン
ト・佐伯るみさん費300円（受講料）定
25人（申込順）保若干名（1歳～学齢
前）持筆記用具申6月15日㈬から柴
崎学習館☎︎（524）2773へ

ハイライト部分をよりぬきで
学ぶ「奥の細道」講座

日本の伝統的詩歌の魅力を学びま
す。企画・運営はクレア俳句会 対 高
校生以上の方時7月6日・13日・27日
の水曜日、午後2時～4時（全3回）場
女性総合センター師俳句アトラス代
表・林誠司さん定25人（申込順）申6月
10日㈮から生涯学習推進センター☎︎

（528）6872へ

講座情報誌「きらり・たちか
わ」夏号を発行します

たちかわ市民交
流大学は、「きら
り・たちかわ」夏
号を6月下旬に
発 行します（ 3
月、6月、9月、12
月 に 発 行 ）。特
集は「講座情報 
誌『きらり・たちかわ』60号を迎え
る！！」。各地域学習館、市役所、図書
館などで配布します。目が不自由で
ご希望の市民の方には録音したCD
を無料でお送りします問生涯学習推
進センター市民交流大学係☎︎（528）
6872

月6日～12月18日の日曜日、午前９時
～午後5時30分（全7回）場同法人研修
センター（錦町2-6-23）費78,200円～
84,080円（保有資格によって異なりま
す。別途、eラーニング料1,650円）定15
人（選考）申6月17日㈮正午までに、電
話、または「やわらぎ」のホームページか
ら申込書をダウンロードし、直接、同法人

〔錦町2-6-23〕☎︎（523）3552へ
●手話ダンス無料体験会　フローレン
スが主催。「魔女の宅急便」でおなじみの
ユーミンの代表作「やさしさに包まれたな
ら」を手話で歌ってみませんか。初心者も
楽しく手話を学べます時７月12日・19日・
26日の火曜日、午前10時～11時30分場
こぶし会館定各10人(申込順)申八木さ
ん☎︎(535)9373へ〔午後6時以降〕
●ボイストレーニング公開教室　グ
リーングラス歌の会が主催。講師の指
導で、ストレッチ体操と腹筋、下肢、顔、

●和画楽会　水彩画、油彩画、水墨画を
問わず、絵画の時間を楽しむ仲間のサ
ークルです。講師はいませんが、仲間で
意見交換しながら技量アップも目指し
ています対60歳以上の方時毎月第１・
第３金曜日、午前９時～正午場西砂学
習館定10人程度（申込順）申山﨑さん☎︎

（531）0126へ
●カラオケ富士　好きな歌を一緒に歌
います対60歳以上の方時月２回の水曜
日、または木曜日、午後1時～3時50分
場柴崎福祉会館定10人（申込順）申名
取さん☎︎（523）8510へ
●ペン字筆字を楽しむ会　筆記具は自
由。手紙、百人一首等、大きめの字で練
習し、手書きの楽しさを味わいます。初
心者歓迎時毎月第１・第３木曜日、午前
10時～正午場砂川学習館、天王橋会館
入1,000円月1,100円定5人（申込順）申
富田さん☎︎090（3432）6076へ

口、目を駆使したボイストレーニング
を行い、童謡と抒情歌を歌います対中
高年の女性時6月17日㈮午前10時～
正午場西砂学習館費500円（資料代）
定15人（申込順）持飲み物申渡辺さん☎︎

（531）1957へ

会員募集
●歌の会　大舞台で好きな曲をカラオ
ケで歌います対60歳以上の方時月２回
の月曜～金曜日、午後１時～３時40分
場柴崎福祉会館定8人（申込順）申平

ひら

畠
はた

さん☎︎（535）5071へ〔午後6時以降〕
●mokuromi（布ぞうり作り研究会）　
メンバー同士の交流があり、若い人もい
ます。誰にでも覚えられ、履くと気持ちい
い布ぞうりです時毎月第2・第4日曜日、
午前9時30分～11時30分場高松学習
館月1,000円定5人（申込順）申稲垣さ
ん☎︎090（8590）5598へ

　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
●南京玉すだれ演じて魅せます　南京
玉すだれアーチストの会が主催。江戸
時代からの口上にあわせて、日本の伝
統芸能である南京玉すだれを演じます。
体験タイムもあります。直接会場へ時
6月25日㈯午後1時30分～3時30分場
西砂会館定20人（先着順）問篠原さん☎︎

（531）4131
●介護福祉士実務者研修（通信課程）
NPO法人ケア・センターやわらぎが主
催対介護福祉士の資格取得を目指して
いる方時▷通信学習＝7月1日～10月
31日（eラーニング）▷スクーリング＝11
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