
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）

我がまち立川市の財政を考え
る～東京特別区と三多摩地域
の格差を考える�

コロナ禍での影響と特別区との違い
について振り返ります時2月5日・19
日、3月5日の日曜日、午後2時〜4時

（全3回）場 高松学習館 師 公益社団
法人東京自治研究センター研究員・木
下究さん定30人（申込順）申12月27
日㈫から高松学習館☎（527）0014へ

犬との楽しい暮らし方�
愛犬が社会の一員と認められ、飼い
主と地域で幸せに生活するための
知識を学びます時1月29日、2月26
日、3月26日の日曜日、午後2時〜4
時（全3回）場幸学習館師獣医師・千
葉陽子さん定30人（申込順）保若干名

（1歳〜学齢前）申12月27日㈫から
幸学習館☎（534）3076へ

パソコン講座「Excel入門」�
表計算の基礎を学
びます対文字入力
ができる方時2月7
日㈫・8日㈬・9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（資料代ほか）定10人（申
込順）保若干名（1歳〜学齢前）持パソ
コン（Excel2010以降）申12月28日
㈬から西砂学習館☎（531）0431へ

東京マイ・タイムライン講習会�
風水害に備えるために、ワークショッ
プで、「東京マイ・タイムライン」を実
際に作ります時2月18日㈯午前9時
30分〜正午場たまがわ・みらいパー
ク定30人（申込順）申2月3日㈮までに

「マイ・タイムライン講習会希望」、住
所、氏名、電話番号を、電話、またはE
メールで防災課・内線2531 e bousai
-t@city.tachikawa.lg.jpへ

自分を推せる私に！一歩踏み
出す女性のための�ReStart�
講座

自信をもった自分になるために、長所
や自分軸を見える化します対再就職・
再チャレンジをのぞむ女性 時 2月2
日・9日の木曜日、午前10時30分〜午
後0時30分（全2回）場女性総合セン
ター定20人（申込順）保5人（1歳〜学
齢前）持はさみ、のり、切り抜き用のフ
ァッション雑誌（2月9日のみ）申12月
26日㈪午前10時から株式会社シー
ズプレイス☎（512）
9958へ（右2次元コー
ドからも申し込めま
す）問市男女平等参画
課☎（528）6801

分場女性総合センター1階ホール定
150人（申込順）費▷会場＝6,000円
▷オンライン＝3,000円（学生はいず
れも無料）申参加者名、会社名、所在
地、電話番号、ファクス、Eメールアド
レスを▷会場参加＝ファクス、または
Eメールで立川商工会議所Fax（527）
5913 e a.ninomiya@tachikawa.
or.jpへ（オンラインはEメールのみ）
問立川商工会議所環境国際会議実行
委員会☎（527）2700、市環境対策課
温暖化対策係・内線2243

多摩郷土誌フェア
多摩地域22市町の郷土・歴史・文化
財・自然関連の書籍を展示販売しま
す。直接会場へ時1月21日㈯・22日㈰、
午前10時〜午後5時（22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 歴史民俗資料館☎（525）
0860
●講演会「多摩の地域史料と新選組」

　多摩の地域史料から見える新選
組の実像について学びます時1月21
日㈯午後2時〜3時30分場女性総合
センター5階第3学習室師昭和女子
大学専任講師・三野行徳さん定35人

（申込順）申12月25日㈰から歴史民
俗資料館☎（525）0860へ

ワーク・ライフ・バランス推
進事業所認定式＆パネルディ
スカッション

ワーク・ライフ・バランスの推進に取
り組んでいる事業所の認定式と取組
事例の発表、ワーク・ライフ・バランス
の推進に取り組む企業を交えたパネ
ルディスカッションを行います時2月
1日㈬午後2時〜4時場女性総合セン
ター1階ホール定40人（申込順）保5人

（1歳〜学齢前）申12月26日㈪から
男女平等参画課☎（528）6801へ

講座情報誌「きらり・たちか
わ」冬号を発行しました

たちかわ市民交
流大学は、「きら
り・たちかわ」冬
号を発行しました

（3月、6月、9月、
12月に発行）。各
地域学習館、市
役所、図書館な
どで配布しています。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

催し

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。

ご存じですか？「私の思い手
帳」～大空カフェ

最期にどうありたいか、「もしものため
の話し合い（＝もしバナ）」をする「も
しバナゲーム」を楽しみます対市民の
方時1月21日㈯午前10時〜11時30
分場かみすな福祉相談センター定20
人（申込順）持飲み物申かみすな福祉
相談センター☎（537）7799へ

碧
みどり

つなぐ環境コミュニティ会議
～立川商工会議所の挑戦！

テーマは「行政・市民・企業をつなぐ、
未来へつなぐ（環境教育）、都市いな
か立川」。テーマに沿った市内の取り
組み状況や次世代へつなぐ活動、今
後のアイデア発表などを行い、環境に
ついて考えます。環境活動家・露木志
奈さんの対談も。オンライン会議ツー
ル「vimeo」での参加もできます時2
月8日㈬午前9時30分〜午後5時30

源氏語り「物語の背景と光源
氏の女君たち」

平安装束を身にまとった講師が原文
を朗読し、スライドを使って関連場面
の写真などを解説します時1月29日
㈰午後2時〜3時30分場若葉会館師
しづの源氏語りの会･友家しづさん定
30人（申込順）申12月25日㈰午前10
時から若葉図書館☎（535）8841へ

炭づくりから里山を考える�
里山の現状や保全について学びます｡
炭の脱臭剤やせっけんも作ります対市
内在住･在勤･在学の方時1月21日㈯午
前10時〜正午場女性総合センター5階
作業室師大妻女子大学准教授･甲野
毅さん定12人（申込順）申「炭づくりか
ら里山を考える希望」、住所、氏名、連絡
先を、電話、またはEメールで市環境対
策課・内線2244 e kankyoutaisaku@
city.tachikawa.lg.jpへ

居住支援セミナー�
住まいの課題を地域連携で解決する
ため、居住支援の重要性を事例ととも
に学びます。オンライン会議ツール

「Zoom」での参加もできます。立川市
居住支援協議会が主催時1月20日㈮
午後1時30分から場市役所1階101
会議室定▷会場参加＝45人▷オンラ
イン参加＝100人（いずれも申込順）申
みんなの住まいサポー
トたちかわ☎（520 ）
8006へ問立川市居住
支援協議会〔市住宅課
内〕内線2558

アートサポーターって何する
の？立川アートサポート入門
講座

立川文化芸術のまちづくり協議会で
は、立川市の文化芸術を支える市民
ボランティア「アートサポーター」に
興味がある方のための講座を開催し
ます。立川市のアートスポットを見学
し、ボランティアの体験談を聞きます。
くわしくは同協議会のホームページ
をご覧ください対18歳以上の方時・
場下表のとおり定各10人（抽選。全回
参加できる方優先）申1月13日㈮まで
に、Eメールに件名「立川アートサポ
ート入門講座申し込み」、氏名、在住・
在勤・在学の別、参加を希望する回を
書いて、同協議会事務局（市地域文化
課内）内線4502 e chiikibunka-t@
city.tachikawa.lg.jpへ

日時 内容 場所

1
1月22日㈰
午後1時〜
4時30分

たましん美術
館 、ファーレ
立川アートを
知る

たましん
Winセン
ター〔緑町
3-4〕など

2
2月19日㈰
午後1時〜
4時

立川の芸術文
化の情報を発
信する

コトリンク
情 報 発 信
センター

3
3月18日㈯
午後2時〜
7時

たましんRI 
SURUホー
ルでのコンサ 
ートの手伝い

たましん
RISURU
ホール

たまがわ・みらいパークの催し

　1月24日㈫は休館日です。
●たまみら朝市とミニフリーマーケッ
ト　立川産新鮮野菜、竹細工、手作り
小物などを販売。フリー談話室で休憩
ができます時1月15日㈰午前10時〜
11時30分（売り切れ次第終了）
学び舎〜日本語の読解力を伸ばそ

う　対小・中学生時▷1月5日〜26日
の木曜日、午後4時〜7時▷1月7日〜
28日の土曜日、午前9時30分〜正午
費各コース月2,000円（参加費）定各
コース小学生2人、中学生2人持筆記
用具申12月27日㈫までに
たまみらでカラオケを楽しもう!　

対3人以上のグループまたは家族（小
学生以下は保護者同伴）時1月8日㈰
午前9時30分〜正午〔子ども優先〕、1
月11日〜25日の水曜日▷午前9時30
分〜正午▷午後1時30分〜4時30分

費1時間500円申1月5日㈭までに
ひまわり体操　対60歳以上の方時

1月10日〜31日の火曜日、午前10時
20分〜11時20分費月1,000円（参加
費）定5人持動きやすい服装、飲み物、
タオル申1月9日（月・祝）までに
ふれあいサークル　高齢者向けの

健康体操・脳トレ時1月14日㈯午後1
時30分〜3時30分定5人持動きやす
い服装、飲み物申1月7日㈯までに
竹細工　対小学3年生以上の方時

1月15日㈰午後1時30分〜4時費1個
500円（材料代）定3人持汚れてもよい
服装、手袋申12月26日㈪〜1月8日㈰に
ミエ子さんと歌おう!　時1月23日

㈪午前10時〜11時15分費1回300円
（参加費）定15人申前日までに
楽しく食べよう「サポショク」　時1

月28日㈯▷午前11時30分〜午後0時
15分▷午後0時15分〜1時費300円
(小・中学生100円、未就学児無料)定
各15人申1月14日㈯から
冬の星空観察会　対小・中学生と

保護者時1月28日㈯午後6時30分〜
8時30分定40人持暖かい服装申1月
7日㈯〜21日㈯に

場たまがわ・みらいパーク マーク
の催しは、参加者名、電話番号（中
学生以下は学校名、学年も）を電話
またはEメールで☎（848）4657 e

info@miraipark.netへ（申込順）。
その他の催しは直接会場へ（先着
順）
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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
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