


市民交流・クッキング市民交流・クッキング
「子どもとわいわい「子どもとわいわい
クッキング」クッキング」

小林 まどかさん
(料理研究家)

4/3(水)
10：00～13：00 柴崎学習館

3/12
柴崎学習館
☎042(524)2773

20人
クッキングを通して地域の子ども
と大人で交流しましょう。
対 小学3年生以上(小学2年生以下
は保護者同伴で参加可)
費 材料代500円
持 エプロン、三角巾、手拭タオル

人間・夏目漱石人間・夏目漱石
～江戸っ子金ちゃんの～江戸っ子金ちゃんの
トラウマとプライドトラウマとプライド

栗田 博行さん
(子規・漱石研究家)

4/2・16、5/7・14
(火)
14：00～16：00
全4回

錦学習館
2/26
錦学習館
☎042(527)6743

今まであまり知られていない漱石
の実像を探ります。
費 受講料2,000円

25人

みんなでストレッチ教室みんなでストレッチ教室
(泉教室)(泉教室)

インストラクター

【水曜コース】
4/3～7/10の水曜日
(5/1を除く)
①10：00～12：00
②13：30～15：30
③19：00～21：00

【金曜コース】
4/5～7/12の金曜日
(5/3を除く)
④13：30～15：30

【土曜コース】
4/6～7/13の土曜日
(5/4を除く)
⑤13：30～15：30

各全14回

泉市民体育館 往復はがき
(3/18必着)
泉市民体育館
☎042(536)6711

リズム体操や筋力アップの運動で、
より健康な体づくりを目指します。
対 18歳以上の市内在住・在勤・
在学の方
費 参加費①～⑤とも2,800円
詳細は広報たちかわ3/10号をご覧
ください。

各
100人

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・ 申 問 定員 内容

2

立川のまちを知り、まちと関わり、
まちに貢献する学習をとおして、
まちづくりを担う市民の輪を
広げることを目指した
立川市独自の講座・展覧会等の
取組が「立川市民科」です。
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「たちかわ☆きらきらカード」対象
の市民企画講座です。シールを２５
枚集めると、対象講座の受講料１回
分のパスポートをプレゼント。
               市民推進委員会

「立川市民科」講座です。

企画・運営

＊講座の詳細は申込先へお問い合わせください。　＊申込は、特に記載がない場合、午前8時30分からの受付開始です。
＊広報たちかわ掲載号変更に伴い、受付開始日が変わる場合があります。
＊市民の方が対象ですが、市外の方も受講できる講座もあります。お問い合わせください。



みんなでストレッチ教室みんなでストレッチ教室
(柴崎教室)(柴崎教室)

インストラクター

4/4～7/11の木曜日
(5/2を除く)
【第1部】
13：30～14：30
【第2部】
14：30～15：30
全14回(予定)

柴崎
市民体育館

直接会場へ
柴崎市民体育館
☎042(523)5770

60人

リズム体操や筋力アップの運動で、
より健康な体づくりを目指します。
どちらか１部のみの参加も可。
対 18歳以上の市内在住・在勤・在
学の方
費 参加費1回200円

パソコン講座パソコン講座
「Excel入門」春「Excel入門」春

生涯学習市民リーダーの
皆さん

根川と多摩川の自然観察根川と多摩川の自然観察

池村 国弘さん
(緑花文化士)

犬との楽しい暮らし方犬との楽しい暮らし方

千葉 陽子さん
(獣医師)

ママにきいてほしい！ママにきいてほしい！
女性たちの戦争と日本の女性たちの戦争と日本の
近代近代

加藤 聖文さん
(国文学研究資料館准教授)

4/9(火)～11(木)
10：00～12：00
全3回

4/7(日)
9：30～12：00

4/18、5/16、6/20
(木)
14：00～16：00
全3回

4/12、5/10、6/14、
7/12(金)
10：00～12：00
全4回

柴崎学習館

根川緑道、
多摩川周辺、
たまがわ・
みらいパーク

子ども未来
センター

柴崎学習館

3/12
柴崎学習館
☎042(524)2773

3/10
歴史民俗資料館
☎042(525)0860

3/11
生涯学習推進センター
☎042(528)6872

3/12
柴崎学習館
☎042(524)2773

対 文字入力ができる方
費 受講料・資料代2,000円
持 パソコン

桜の名所である根川緑道と、自然
いっぱいの多摩川の河原を散策し
ながら、春の暖かい日差しで成長
する野生の草花などを観察しませ
んか(約5ｋｍ)。
対 小学生以上の市民
(小学生は保護者同伴)
持 歩きやすい服装、雨具、飲み物、
カメラ、帽子

飼い主も愛犬も幸せに生活するた
めに、愛犬に教えておきたいルー
ルや、マナーを学びます。

子育て世代の講師が、子育て世代
に。本当にこのまま日本で戦争は
おきないのか。なぜ、戦争が起き
たのか、止めることができなかっ
たのか。そのとき、女性たちは!?
子どもたちのためにも、いま聞い
ておきたいこと。

10人

20人

30人

80人

パソコン講座パソコン講座
「Word入門」「Word入門」

生涯学習市民リーダーの
皆さん

認知症予防教室認知症予防教室
「絵本の読み聞かせ「絵本の読み聞かせ
講座」講座」

東京都健康長寿医療センター
講師

4/23(火)～25(木)
10：00～12：00
全3回

4/25～9/19の木曜日
(5/2・9、8/15・29
を除く)
9：30～11：30
全18回

柴崎学習館

市役所
209会議室

3/12
柴崎学習館
☎042(524)2773

4/25に直接会場へ
高齢福祉課
☎042(523)2111
内線1471

対 文字入力ができる方
費 受講料・資料代2,000円
持 パソコン

絵本の読み聞かせのノウハウを学
び実践することで、シニアの認知
機能低下を抑制し、社会参画・社
会貢献を目指します。
対 65歳以上の市民
4/25開催の「説明会」聴講後に講
座申し込みを受け付けます。
詳細は広報たちかわ3/25号をご覧
ください。

10人

20人

きりえで夏のカレンダーきりえで夏のカレンダー
を作ろうを作ろう

山川 信子さん
(生涯学習市民リーダー)

5/6(月・祝)
13：30～15：30

柴崎学習館
4/10
柴崎学習館
☎042(524)2773

最近流行のきりえを体験！！気軽に
きりえを楽しみながらA4サイズの
カレンダーを作ります。
対 小学生から大人まで
(小学3年生以下は保護者同伴)
親子参加、大人1人の参加とも歓迎
費 受講料・材料代800円
(18歳以下は500円)
企画・運営  生涯学習市民リーダーの会

10組

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・ 申 問 定員 内容

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・ 申 問 定員 内容

3

4
月

Apｒil
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月
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矢川緑地のいきもの観察矢川緑地のいきもの観察

川上 洋一さん
(自然観察ライター)

高松高松
子ども科学あそび隊'19子ども科学あそび隊'19

東京学芸大学
理科実験教室の皆さん

玉川上水沿いの自然観察玉川上水沿いの自然観察

池村 国弘さん
(緑花文化士)

市民のための市民のための
体験型防災講座体験型防災講座

①中林 一樹さん
(明治大学特任教授)ほか
②市防災課職員、
「立災ボ」の皆さん
③「立災ボ」の皆さん
④浅野 幸子さん
(減災と男女共同参画研修
推進センター共同代表)
⑤大里 宜之さん
(㈳幹福祉会)ほか

ペアレントプログラムペアレントプログラム

中村 ひとみさん
(ペアレントプログラム
リーダー)

5/11(土)
9：30～12：00
(雨天中止)

5/11、7/13、8/24、
9/14、10/26、12/7､
1/11(土)
(日程変更の場合あり)
9：30～11：30、
見学会
9/22(日)
9：30～15：30
全8回

5/17(金)
9：30～12：00

①5/12(日)、
②5/26(日)、
③6/9(日)、
④6/23(日)、
⑤7/6(土)
13：00～17：00
全5回

5/14・28、
6/11・25、
7/9・16(火)
10：00～12：00
全6回

矢川緑地

高松学習館
見学会は

東京学芸大学
(小金井市)

玉川上水緑道､
川越道緑地
古民家園､

東京都薬用植
物園(小平市)

①女性総合
センター
②市立六中

(予定)
③④たましん
RISURU
ホール

⑤総合福祉
センター

砂川学習館

4/10
環境対策課
☎042(523)2111
内線2244

4/10
高松学習館
☎042(527)0014

4/10
歴史民俗資料館
☎042(525)0860

4/1
立川市災害ボランティ
アネット
(略称「立災ボ」)
矢野さん
☎080(5001)6219

4/10
子ども家庭支援センター
☎042(528)6871

昆虫や草花が多く観察できる5月
に観察会を開催します。
対 市内在住・在勤・在学の方

東京学芸大学の学生・大学院生に
よる指導、科学遊びを通して、楽
しみながら科学のしくみや不思議
に触れます。
学校とは違うメンバー、カリキュ
ラムで一味違う体験をし、難しい
と敬遠されがちな科学の世界に興
味を持ってもらいます。
対 小学4～6年生
費 資料代・材料代2,000円

玉川上水の緑道や川越道緑地古民
家園などを散策し、東京都薬用植
物園を見学します(約4km)。
対 18歳以上の市民
持 歩きやすい服装、雨具、飲み物、
カメラ、帽子

家族の命を守る防災は、自身の意
識と備えが大切です。体験しなが
ら防災について学びます。
対 市内在住・在学・在勤、また
は立川市在籍団体会員で、5日間
出席可能な方
費 受講料2,000円
(高校生・大学生は1,000円)

子どもの発達を理解し、子どもの
行動への見方を変えることで、家
族と子どもがより良いコミュニ
ケーションをとれるよう、関わり
方のコツを学ぶプログラムです。
対 4歳～10歳程度のお子さんを育
てている保護者

15人

20人

20人

40人

6人

ファミリー・サポート・ファミリー・サポート・
センター事業説明会センター事業説明会

ファミリー・サポート・セ
ンター事務局(市職員)

5/14(火)
10：30～12：00

女性総合
センター

4/10
ファミリー・サポート・
センター
☎042(528)6873

ファミリー・サポート・センター
の仕組みや事業内容について、体
験発表などを交えて説明します。
対 子育ての援助ができる市民

15人

初心者向け登山講座初心者向け登山講座

宮崎 紘一さん・城所 邦夫
さん・野口 いづみさん・
平林 高志さん
(日本山岳会ほか)

5/8・22、6/5・13、
7/3(水)
(6/13のみ木曜日)
18：30～20：30
全5回

女性総合
センター

4/10
生涯学習推進センター
☎042(528)6872

楽しく安全な山歩きが楽しめるよ
う、基本的な知識や技術を学びます。
対 18歳～70歳くらい、市内在住・
在勤、医師から運動を制限されてい
ない山を歩ける方(本講座とは別に、
団体主催の登山実習を行うため)
費 受講料1,000円
企画・運営  公益財団法人日本山岳会
東京多摩支部立川部会

30人

ママのベビーマッサージママのベビーマッサージ
～私のお産・赤ちゃんと～私のお産・赤ちゃんと
の生活を語り合おうの生活を語り合おう

河 房子さん
(助産師)

5/15(水)
10：00～12：00 幸学習館

4/10
幸学習館
☎042(534)3076

ママが優しくベビーマッサージを。
出産の体験なども振り返り、話し
合います。
対 2か月～ハイハイするまでの乳
児と母親
費 オイル代200円
持 バスタオル

20人

ロコモティブシンドロームロコモティブシンドローム
予防教室「骨トレのコツ」予防教室「骨トレのコツ」

安川 元也さん
(有限会社ユ・アース代表
取締役)

5/15(水)
9：30～11：30 健康会館

4/10
健康推進課
☎042(527)3272

ロコモティブシンドロームの予防
について学びます。骨トレ体操も
行います。 
対 40歳～74歳の市民

24人

●講座の詳細は申込先へお問い合わせください。●広報たちかわ掲載号変更に伴い、申込開始日が変わる場合があります。　  保育あり：申込・定員制、1 歳～学齢前。

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・ 申 問 定員 内容
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月
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子育て中のパパとママの子育て中のパパとママの
ための健康教室ための健康教室
「誰でもできる！「誰でもできる！
楽エクササイズ」楽エクササイズ」

猪瀬 多巳江さん
(管理栄養士)､
伊藤 統子さん
(ヨガインストラクター)、
佐藤 明子さん
(運動指導者)

懐かしい歌をご一緒に懐かしい歌をご一緒に

山田 香代さん・岡田 文子さん
(音楽講師)

就活メイクアップ＆就活メイクアップ＆
ビジネスマナーセミナービジネスマナーセミナー

メイクセラピスト

憲法講座憲法講座
「日本の憲法の変遷」「日本の憲法の変遷」
－大日本帝国憲法・五日市－大日本帝国憲法・五日市
憲法・日本国憲法の違い－憲法・日本国憲法の違い－

平 和元さん
(弁護士)

立川宇宙の学校立川宇宙の学校

NPO法人KU-MA
(子ども・宇宙・未来の会)

今、能・狂言に新しい波今、能・狂言に新しい波
が寄せているが寄せている

三浦 裕子さん
(武蔵野大学教授)

やさしい太極拳やさしい太極拳

上條 喜久子さん
(太極拳指導員)

5/17・24・31(金)
10：00～12：00
全3回

5/17(金)
13：30～15：30

5/17(金)
13：30～16：30

5/18・25、6/1(土)
13：30～16：30
全3回

5/19、7/14、
10/6、12/15(日)
10：00～12：00
全4回

5/19(日)
14：00～16：20

5/22・29、
6/5・12(水)
13：30～15：30
全4回

健康会館

西砂学習館

女性総合
センター

女性総合
センター

錦学習館

女性総合
センター

曙福祉会館

4/10
健康推進課
☎042(527)3272

4/10
西砂学習館
☎042(531)0431

4/26
マザーズハローワーク
立川
☎042(529)7465
(平日10：00～18：00)

4/10
生涯学習推進センター
☎042(528)6872

4/25
錦学習館
☎042(527)6743

4/10
生涯学習推進センター
☎042(528)6872

4/10
曙福祉会館
☎042(529)8567

パパやママが参加できる教室です。
自らの健康について一緒に考えて
みませんか？栄養や歯科などの話
と運動を行います。
対 小学生以下の子どもがいる市民

大きな声で歌ったり笑ったりする
ことは健康の秘訣！若いころに流
行った懐かしい歌を皆さんで歌い
ます。
対 65歳以上の方

履歴書用写真や面接の印象を変え
るメイクアップのセミナー(個別
指導あり)です。
対 就職活動中の女性
共催  市男女平等参画課

３つの憲法に天皇・人権・平和が
どう記されているか、国民目線で
比較して学びます。映像もご覧い
ただきます。
費 資料代1,500円
企画・運営  錦法律を知る会

工作や実験を通じて、宇宙や自然
の不思議などについて、親子で考
え、学び、好奇心や冒険心を育み
ます。
対 5歳～小学3年生の子と保護者
費 材料代1人2,000円

能・狂言の歴史とその世界を学びま
す。希望者は舞台上で、能楽・仕舞
の所作を体験できます。
費 受講料・資料代800円
持 扇子(体験希望の方のみ)
企画・運営 立川謡曲会

太極拳は気血の流れをよくし、五臓
六腑全体の機能を高め、体内バラン
スを理想的な状態に保ちます。肩こ
り・腰痛・ストレス解消・集中力アッ
プなどに効果を発揮します。皆さん
で太極拳を学びましょう。
対 60歳以上の市民
持 動きやすい服装、飲み物

24人

50人

20人

30人

60組

120人

20人

ママビクス＆ママビクス＆
ベビーマッサージベビーマッサージ

瀧 昌江さん
(育児アドバイザー)

5/24・31、
6/14・28、
7/12・26(金)
10：00～12：00
全6回

若葉会館
4/25
幸学習館
☎042(534)3076

赤ちゃんとのふれあいやママ向け
のゆったり体操で、リフレッシュ＆
仲間作りをしましょう！
対 2か月～6か月の乳児と母親
費 体操用ゴムバンド代1,600円
持 動きやすい服装、バスタオル、飲
み物、大人は裸足(五本指ソックス
の着用可)
企画・運営  幸学習館運営協議会

15組

古事記を読もう 第4回古事記を読もう 第4回

伊藤 高雄さん
(國學院大學兼任講師)

5/24、6/7・28(金)
13：30～15：30
全3回

女性総合
センター

4/10
生涯学習推進センター
☎042(528)6872

今から1,300年余り前、奈良の都
で完成した古事記。古代の「心と
言葉」を読み解きます。
今回は神武天皇です。
費 受講料1,500円

50人

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・ 申 問 定員 内容

5

5
月

M
ay



日本のジャーナリズム・日本のジャーナリズム・
沖縄・原発について沖縄・原発について
～みんなで考えよう～みんなで考えよう

鎌田 慧さん
(フリージャーナリスト)

西洋美術史西洋美術史
｢魅惑のバロックシリーズ1｣｢魅惑のバロックシリーズ1｣

斎藤 陽一さん
(美術ジャーナリスト)

高尾山から北アルプスま高尾山から北アルプスま
で初心者のための登山セで初心者のための登山セ
ミナーミナー

田上 千俊さん
(日本勤労者山岳連盟理事)
ほか

青少年健全育成市民運動青少年健全育成市民運動
推進大会推進大会

講師未定

楽しい油絵楽しい油絵
～基礎から学ぼう～～基礎から学ぼう～

望月 一雄さん
(日本美術家連盟会員)、
髙森 修一さん
(洋画家)

ミニチュア・ハウスづくりミニチュア・ハウスづくり

小林 正幸さん
(NPO法人より良い住宅環
境作りを支援する会理事長)

5/28、6/4・18(火)
14：00～16：00
全3回

5/29、6/5・19・26、
7/3(水)
14：00～16：00
全5回

5/31、6/14・28、
7/12・26(金)
19：00～21：00
全5回

6/1(土)
14：00～16：00

6/2・16・23・30、
7/7・14(日)
9：30～12：00
全6回

6/2・30、7/14、
8/4(日)
9：30～14：30
(予定)
全4回

高松学習館

女性総合
センター

柴崎学習館

たましん
RISURU
ホール

高松学習館

柴崎学習館

4/25
高松学習館
☎042(527)0014

4/10
生涯学習推進センター
☎042(528)6872

4/25
柴崎学習館
☎042(524)2773

直接会場へ
開始30分前から受付
子ども育成課
☎042(523)2111
内線1305

4/25
高松学習館
☎042(527)0014

4/25
柴崎学習館
☎042(524)2773

現代の課題について、各自の考え
方を整理し深めます。

カラヴァッジョ、ルーベンス、レ
ンブラント、フェルメールを鑑賞
しながら学びます。
費 受講料2,500円

山歩きに必要な基本的知識と技術
を学びます。
①山の歩き方　②服装と持ち物　
③山の地形と読図　④山の天気　
⑤応急手当と事故対策
対 20歳以上で、医師から運動を
制限されていない方(講座後、下
記の団体に加入していただくため)
費 資料代1,000円
企画・運営  HC　Wild　Berry
(ハイキングクラブワイルドベリー)

市と立川市青少年問題協議会が、
「明日の立川を担う青少年」を家庭・
大人・地域で見守るために開催。青
少年健全育成市民行動方針につい
ての説明を行うほか、功労者表彰や
青少年の健全育成に関する講演会
を行います。

油絵具を使用して、油絵の魅力を
学びます。
対 小学4年生～中学1年生
費 材料代 各回1,000円　
企画・運営  子どもを未来につなぐ会

加工済みの材料を組み立てて、オ
リジナルのミニチュア・ハウスを
つくります。
対 小学生以上
(小学1～2年生は保護者同伴)
費 材料代1,000円
企画・運営  NPO法人より良い住宅
環境作りを支援する会

30人

40人

20人

150人

10人

10人

頑張らない育児とパパ・頑張らない育児とパパ・
夫の家事育児のすすめ夫の家事育児のすすめ

髙木 静さん・髙木 駿さん
(生涯学習市民リーダー)

5/25(土)
13：30～15：30

女性総合
センター

4/10
生涯学習推進センター
☎042(528)6872

現役の助産師さんから、育児中の
ママとその家族が笑顔で育児に取
り組めるよう、話を伺います。
パパ(主夫)の家事育児の経験も紹
介します。
対 子育て中、これから子育てする
ママとパパ(家族みんなで参加でき
ます。キッズスペースもあります。)
費 受講料300円(18歳以下は無料)
企画・運営  生涯学習市民リーダーの会

10組

古民家園体験学習古民家園体験学習
「麦刈り体験」「麦刈り体験」

豊泉 喜一さん
(農業指導者)ほか

6/2(日)(予定)
10：00～12：00

川越道緑地
古民家園

5/10(予定)
歴史民俗資料館
☎042(525)0860

砂川で盛んだった麦刈り体験を通
して地域の歴史・文化を学びます。
対 小学生以上の市民
(小学生は保護者同伴)
持 汚れてもよい動きやすい服装、
飲み物

20人

●講座の詳細は申込先へお問い合わせください。●広報たちかわ掲載号変更に伴い、申込開始日が変わる場合があります。　  保育あり：申込・定員制、1 歳～学齢前。

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・ 申 問 定員 内容

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・ 申 問 定員 内容

6

5
月

M
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6
月

June

12577
取り消し線

12577
取り消し線

12577
取り消し線

12577
取り消し線

12577
取り消し線

12577
取り消し線

12577
取り消し線

12577
取り消し線

12577
引き出し線
都合により中止となりました



あなたも奇術をおぼえてあなたも奇術をおぼえて
みませんか！みませんか！
～奇術初心者講習会～奇術初心者講習会

田中 洋次さん・
小井 節子さん・
田中 英男さん
(立川市奇術愛好会)

パソコン講座パソコン講座
「Excel入門」夏「Excel入門」夏

生涯学習市民リーダーの
皆さん

【講演会＆上映会】【講演会＆上映会】
編集者が語る編集者が語る
広辞苑編集の表と裏広辞苑編集の表と裏

平木 靖成さん
(㈱岩波書店辞典編集部
副部長)

手ぬいでチクチク手ぬいでチクチク
カンタン・カワイイカンタン・カワイイ
手芸教室手芸教室

大嶋 由紀さん・
高塚 有美さんほか
(NPO法人トモニ)

6/4・11・18・25、
7/2・9(火)
19：00～21：00
全6回

6/7・14(金)
18：00～21：00
全2回

6/8(土)
12：00～16：30

6/3、7/1、8/5、
9/2、10/7(月)
10：00～12：00
全5回

高松学習館

柴崎学習館

女性総合
センター

高松学習館

4/25
高松学習館
☎042(527)0014

4/25
柴崎学習館
☎042(524)2773

5/10
生涯学習推進センター
☎042(528)6872

4/25
高松学習館
☎042(527)0014

奇術の6つの分野を体験していた
だき、人を喜ばせる楽しさを学び
ます。
費 材料代2,000円
企画・運営  立川市奇術愛好会

対 文字入力ができる方
費 受講料・資料代2,000円
持 パソコン

辞書作りの現場で感じている言葉
のとらえ方などについて話を聞き
ます。講演の前に辞書編集部を舞
台にした映画「舟を編む」を上映
します。
P18もあわせてご覧ください。
＊上映会のみの参加は不可

普段使えるかわいい小物を作ります。
費 材料代 各回300円
企画・運営 NPO法人トモニ

10人

10人

150人

10人

市民交流・クッキング市民交流・クッキング
「雨季も爽やかに「雨季も爽やかに
ウキウキクッキング」ウキウキクッキング」

講師未定

6/4(火)
10：00～13：00 柴崎学習館

4/25
柴崎学習館
☎042(524)2773

費 材料代(実費予定)

20人

体験学習体験学習
「手打ちそば作り」「手打ちそば作り」

尾崎 好司さん
(そば・うどん「おざき」
店主)

6/9(日)
10：00～13：00

歴史民俗
資料館

5/10
歴史民俗資料館
☎042(525)0860

5割そばの作り方を学びます。
試食もあります。
対 小学生以上の市民
(小学生は保護者同伴)
費 材料代500円(子ども300円)
持 エプロン、三角巾、手拭タオル

30人

生活習慣病予防教室生活習慣病予防教室
「コレでわかった「コレでわかった! !! !コレステコレステ
ロール、血圧を下げる習慣ロール、血圧を下げる習慣
～そんなでもないのに、なん～そんなでもないのに、なん
で高いの？～」で高いの？～」

保健師、看護師、管理栄養士、
運動指導者、歯科衛生士

6/13・20・27、
7/4・11・18・25、
10/24(木)
午前中(内容により
時間が異なります)
全8回

健康会館
4/25
健康推進課
☎042(527)3272

コレステロールや血圧が気になる
方、ライフスタイルを見直しませ
んか。運動や栄養実習を含めてサ
ポートします。
対 30歳～64歳の市民で、医師か
ら運動・食事を制限されていない方
費 調理実習材料代600円

24人

生活習慣病予防教室生活習慣病予防教室
「みんなが気になる!?「みんなが気になる!?
コレステロールの新常識! !」コレステロールの新常識! !」

宮崎 滋さん
(結核予防会総合健診推進
センター所長、医師)

6/15(土)
9：30～11：30

女性総合
センター

5/10
健康推進課
☎042(527)3272

生活習慣病やその予防に関する最
新情報を、医師がわかりやすくお
伝えします。
対 30歳以上の市民

50人

歌とお話・バイオリンの歌とお話・バイオリンの
ファミリーコンサートファミリーコンサート

上杉 望さん(Ｖｎ)、
木村 玲子さん(Ｐｆ)、
森元 早也香さん(Ｖｏ)

6/16(日)
14：30～16：00

女性総合
センター

直接会場へ
男女平等参画課
☎042(528)6801

クラシックから童謡・ポップスまで
お子さんと楽しめるプログラム。
企画・運営  立川市ひとり親家庭福祉会
立川みらい

150人

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・ 申 問 定員 内容
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6
月

June



1分1秒を争う赤ちゃん・子1分1秒を争う赤ちゃん・子
どもの緊急事態の手当てどもの緊急事態の手当て

中村 智子さん
(乳児小児に特化した救命•
応急手当プログラムL.S.F.A-
Children's認定講師)

6/23(日)
①10：00～12：00
②13：30～15：30
各1回

子ども未来
センター

5/27
子ども家庭支援センター
☎042(528)6871

万が一に備えて、心肺蘇生と窒息
時の異物除去などの、救命・応急
手当てを講義と実技で身につけま
しょう。
対 乳幼児の保護者、子育て支援者
費 テキスト・材料費1人600円
(夫婦参加800円)
企画・運営  子育て・いれかわりたち
かわり実行委員会

各20人

②は
見守り保育
(0歳のみ)

前向きに !前向きに !
ひとり親家庭のリアルひとり親家庭のリアル

高橋 まどかさん
(ファイナンシャルプランナー)

ひとり親講座「心とお金の話」ひとり親講座「心とお金の話」
～ひとり親の子育てに大～ひとり親の子育てに大
事なことを考えよう～事なことを考えよう～

藤山友弘さん(臨床心理士)､
松井大輔さん
(ファイナンシャルプランナー)

家庭円満へ！家庭円満へ！
夫婦で家事シェアリング！夫婦で家事シェアリング！

髙木 駿さん
(男性初心者の家事・育児
サポート主夫ラボ代表)

くらしとお金のセミナーくらしとお金のセミナー
＆無料相談会＆無料相談会
～くらしとお金の基本を知って～くらしとお金の基本を知って
豊かな人生とするために豊かな人生とするために

向藤原 寛さん・長曽我部 静
枝さん・伊達 寿和さん
(ファイナンシャルプランナー)

6/22(土)
13：30～15：00

6/22(土)
13：30～15：30

6/23(日)
10：30～12：00

6/22(土)
①10：30～12：00
②13：00～14：30
③14：45～16：15

④13：30～16：40
(30分×5回)

女性総合
センター

女性総合
センター

女性総合
センター

女性総合
センター

5/10
男女平等参画課
☎042(528)6801

5/10
男女平等参画課
☎042(528)6801

5/10
男女平等参画課
☎042(528)6801

5/10
男女平等参画課
☎042(528)6801

離婚経験者から諸制度や仕事と育
児の両立についてなどを学びます。
企画・運営 チームいま好き

一人の子育ては、いつも全力だと
疲れます。ほど良いさじ加減を考
えましょう。
対 ひとり親の方、関心のある方
企画・運営 立川市ひとり親家庭福祉会
立川みらい

核家族や夫婦共働きが増え、男性の
家事・育児の必要性が増している時
代。ママとパパが考えている家事の
ギャップを「見える化」して、シェ
ア＆役割分担をしていきましょう！
企画・運営  資産形成・承継研究会

①老後40年を楽しむために今でき
ること
②無駄を省いてスッキリ！家計・
保険・資産形成を見直そう！
③いつかは必ず来る！おひとりさ
まの老後・その心構えと準備
④無料個別相談会
企画・運営  資産形成・承継研究会

30人

20人

40人

子ども
同席可

30人

第11回第11回
たちかわ男女平等たちかわ男女平等
フォーラム　基調講演フォーラム　基調講演

堅田 香緒里さん
(法政大学准教授)

6/23(日)
13：30～15：30

女性総合
センター

5/10
男女平等参画課
☎042(528)6801

テーマは「一人ひとりの生き方が
尊重される社会へ」
企画・運営  男女平等フォーラム実行
委員会
手話通訳等が必要な方は6/13まで
にお申し込みください。
詳細は広報たちかわ5/10号をご覧
ください。

180人

やさしいヨガ教室やさしいヨガ教室

伊藤 統子さん
(生涯学習市民リーダー)

子どもが危ない！子どもが危ない！
インターネット犯罪からインターネット犯罪から
守ろう守ろう

ファミリｅルール事務局

6/20・27、
7/4・11(木)
10：00～12：00
全4回

6/22(土)
10：00～11：30

一番福祉会館

砂川学習館

5/10
一番福祉会館
☎042(531)2945

5/10
砂川学習館
☎042(535)5959

ヨガは体の筋肉をほぐして柔軟にし、
骨や関節の動きや位置を正すことに
よって、体の健康を取り戻すことが
できます。また、心をリラックスする
効果もあります。
対 60歳以上の市民
持 動きやすい服装、飲み物、ヨガ
マット、バスタオル

スマートフォンの普及に伴い、子ど
ものインターネット利用が増えてい
ます。ネット犯罪やSNS上でのトラ
ブルなど、実際にあった危険な事例
をもとに対応策を学びましょう。
対 子どものインターネット利用に
興味のある方(親子参加も可)

20人

30人

ファミリー・サポート・ファミリー・サポート・
センター援助会員養成講センター援助会員養成講
習会習会

小野 良子さん
(臨床心理士)ほか

6/19(水)
9：45～15：30、
6/20(木)
10：00～15：30、
6/25(火)
9：30～15：30、
6/26(水)
10：00～16：00
全4回

子ども未来
センター

4/10
ファミリー・サポート・
センター
☎042(528)6873

ファミリー・サポート・センター
の援助会員になるための、子育て
に関する講習会です。(臨床心理士
らによる講義)
対 子育ての援助ができる市民

15人

●講座の詳細は申込先へお問い合わせください。●広報たちかわ掲載号変更に伴い、申込開始日が変わる場合があります。　  保育あり：申込・定員制、1 歳～学齢前。
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ダンスを踊って、ダンスを踊って、
タヒチを学ぼうタヒチを学ぼう

古屋 香絵さん
(タヒチアンダンス講師)

先輩お母さんに聞く先輩お母さんに聞く
おしゃべり会おしゃべり会

先輩お母さん

介護もバランス！介護もバランス！
イキイキ講座イキイキ講座
～ケアマネジャーを～ケアマネジャーを
上手に使いましょう上手に使いましょう

中部たかまつ地域包括支援
センター職員

6/25、7/2・9(火)
10：00～11：30
全3回

6/26(水)
10：00～12：00

6/28(金)
10：00～12：00

幸学習館

子ども未来
センター

女性総合
センター

5/25
幸学習館
☎042(534)3076

5/27
子ども家庭支援センター
☎042(528)6871

5/10
男女平等参画課
☎042(528)6801

フランス領ポリネシアのタヒチ島
に古くから伝わるタヒチアンダン
スを通して、タヒチ島の伝統や文
化を考えます。

市内の通級、特別支援級や特別支
援学校に通う子どもを持つお母さ
ん方に、学校のこと、入学後の放
課後活動、移動支援等についてお
話いただきます。
対 発達に凸凹のある(またはある
と思われる)未就学児の保護者

介護ストレスを減らし、イキイキ
とした生活を実現するヒントを学
びます。
企画・運営  立川介護「しゃべり場」

20人

30人

見守り保育
あり

25人

子育て中の方のための子育て中の方のための
パソコン講習(初級)パソコン講習(初級)

パソコンインストラクター

7/8(月)～12(金)
13：15～16：45
全5回

女性総合
センター

6/18・19限定
直接、マザーズハロー
ワーク立川(曙町2-7-
16鈴春ビル5階)へ
☎042(529)7465

再就職に役立つパソコン操作の基
礎を学びます。
対 子育て中で再就職希望の方
共催  市男女平等参画課

20人
(抽選)

市民交流・クッキング市民交流・クッキング
「真夏をのりきるパワー「真夏をのりきるパワー
クッキング」クッキング」

講師未定

7/10(水)
10：00～13：00 柴崎学習館

6/11
柴崎学習館
☎042(524)2773

費 材料代(実費予定)

20人

シングルマザーのハッシングルマザーのハッ
ピーライフ～ひとり親のピーライフ～ひとり親の
子育て・仕事・暮らし子育て・仕事・暮らし

赤石 千衣子さん
(ＮＰＯ法人しんぐるまざあず・
ふぉーらむ理事長)

6/29(土)
10：00～12：00

女性総合
センター

5/28
砂川学習館
☎042(535)5959

シングルマザーの当事者としてご
活躍中の講師をお招きして、当事
者の子育て、仕事、暮らしに役立
つ話などを聞きます。
後半はグループ相談会(希望者のみ)
を行います。
対 シングルマザー・プレシングル
マザー

15人

古民家園体験学習古民家園体験学習
「麦脱穀体験」「麦脱穀体験」

豊泉 喜一さん
(農業指導者)ほか

7/7(日)(予定)
10：00～12：00

川越道緑地
古民家園

6/10(予定)
歴史民俗資料館
☎042(525)0860

砂川で盛んだった麦の脱穀体験を
通して地域の歴史・文化を学びます。
対 小学生以上の市民
(小学生は保護者同伴)
持 汚れてもよい動きやすい服装、
飲み物

20人

LEDで作る“癒しのLEDで作る“癒しの行行
あんどんあんどん

灯灯””

ブンセイ 北上さん
(生涯学習市民リーダー)

7/6(土)
13：00～16：00 女性総合

センター

6/11
生涯学習推進センター
☎042(528)6872

お好みの絵やデザインを和紙に描
きます。インテリアや防犯に！
幸せを呼ぶ癒しの行灯をご家族で
お楽しみください。
対 小学生から大人まで
(小学4年生以下は保護者同伴)
費 受講料・材料代2,290円
(18歳以下は1,990円)
企画・運営  生涯学習市民リーダーの会

12組

日本の環境問題を考える日本の環境問題を考える
第2回第2回

瀬戸 昌之さん
(日本環境学会会長)

7/7、8/4、9/8、
10/6(日)
14：00～16：00
全4回

高松学習館
5/28
高松学習館
☎042(527)0014

前半は環境に影響を与える微生物
について、後半は水をテーマにお
話を聞きます。

30人

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・ 申 問 定員 内容

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・ 申 問 定員 内容

9

6
月

7
月

June
July

12577
長方形

12577
テキストボックス
KAE

12577
取り消し線

12577
テキストボックス
5/25に変更

12577
ノート注釈
12577 : Accepted

12577
ノート注釈
12577 : Completed

12577
ノート注釈
12577 : Accepted
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ほ

育
いく

あり)

B
40人

にん

パパママ学級パパママ学級
４回コース４回コース

助産師､保健師､管理栄養士､
歯科衛生士､臨床心理士

パパママ学級パパママ学級
土曜日半日コース土曜日半日コース

助産師､保健師､臨床心理士

らくらくゴックンらくらくゴックン
(離乳食準備教室)(離乳食準備教室)

管理栄養士

カミカミ教室カミカミ教室
(離乳食後期教室)(離乳食後期教室)

管理栄養士

キラキラ歯育てキラキラ歯育て
(親子歯みがき教室)(親子歯みがき教室)

歯科衛生士

ハンディ水泳教室ハンディ水泳教室

①5/27(月)、
6/3(月)・8(土)
②7/22(月)・29(月)、
8/3(土)

(産前3回・産後1回)
1・2回目
14：00～16：00
３回目
13：30～16：00
４回目　出産後に連絡

①5/11(土)
②6/8(土)
9：30～12：00
各1回

①4/12、②5/10、
③6/14、④7/12(金)
10：00～11：30
各1回

①4/24、②5/29、
③6/26、④7/31(水)
10：00～10：30
各1回

①4/16、②5/21、
③6/18、④7/16(火)
10：00～11：30
各1回

原則として
5/25～3/28の
第2・第4土曜日
(7･8月を除く)
16：00～17：00
全17回(予定)

健康会館

健康会館

健康会館

健康会館

健康会館

泉市民体育館

3/11
健康推進課
☎042(527)3234

3/11
健康推進課
☎042(527)3234

広報掲載日～
健康推進課
☎042(527)3234

直接会場へ(先着順)
健康推進課
☎042(527)3234

広報掲載日～
健康推進課
☎042(527)3234

往復はがき
(5/10必着)
泉市民体育館
☎042(536)6711

助産師の講義、栄養指導、歯の衛
生指導、沐浴実習、先輩パパママ
との交流会、臨床心理士の講義を
行います。
対 妊婦(20週以降・初産)とその
配偶者・パートナー
持 母子健康手帳、筆記用具

沐浴実習、助産師の講義、臨床心
理士の講義を行います。
対 妊婦(20週以降・初産)とその
配偶者・パートナー
持 母子健康手帳、筆記用具

離乳食を始めるタイミングやメ
ニューを学びます。
対 離乳食をはじめていないお子さ
ん(４～５か月児)とその保護者
費 材料費100円
持 母子健康手帳

離乳食の回数・内容・目安量など
のポイントを学びます。
対 概ね8～10か月児とその保護者
持 母子健康手帳

栄養と虫歯予防、歯磨きの実習につ
いて学びます。
対 1歳～1歳2か月児とその保護者
費 歯ブラシ代100円
持 母子健康手帳

対 市内在住の新小学1年生以上で軽
度の知的障害があり、保護者または
介護者が一緒にプールに入れる方
費 中学生以下1,500円、高校生相
当年齢以上3,000円

各24組

各24組

各20組

各15組

各15組

10人
(予定)

魔法の時間術魔法の時間術
～ハピネスファミリーに～ハピネスファミリーに
なろう！なろう！

櫻井 恵里子さん
(西武文理大学サービス経営
学部専任講師、Happiness 
Career Lab代表)

7/13(土)
10：00～12：00 柴崎学習館

6/11
柴崎学習館
☎042(524)2773

元ディズニーの人材トレーナーか
ら、日々忙しい限られた時間の中
で自分を大切にする、人生を楽し
くする時間術を学びます。家族の
カタチは人それぞれ、ハピネス
ファミリーになりましょう。

40人

みんなで作曲しちゃおう！みんなで作曲しちゃおう！

鈴木 敬さん・西平 のりこさん
(ピアノ音楽教室主宰)ほか

7/15(月･祝)
13：00～16：00 砂川学習館

6/11
砂川学習館
☎042(535)5959

音符が書けなくても大丈夫♪簡単
な方法で自分で曲を作ります。最
後に録音したCDを差し上げます。
企画・運営  砂川学習館運営協議会

20人

●講座の詳細は申込先へお問い合わせください。●広報たちかわ掲載号変更に伴い、申込開始日が変わる場合があります。　  保育あり：申込・定員制、1 歳～学齢前。

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・ 申 問 定員 内容

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・ 申 問 定員 内容
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バドミントン教室バドミントン教室

立川市バドミントン協会
の皆さん

ヨガ教室ヨガ教室

インストラクター

ボッチャ教室ボッチャ教室

立川市錦町体育会の皆さん

青春学級青春学級
障害者対象講座障害者対象講座

中村 一郎さんほか

5～3月
第1木曜日(予定)
10：00～11：30
全6回(予定)

5～2月
第2火曜日(予定)
10：30～12：00
全6回(予定)

5～3月
第3木曜日(予定)
10：30～12：00
全6回(予定)

原則として
毎月第2・第4日曜日
(全21回)
10：00～15：00ほか
特別コース21回と
夜間相談週1回あり

泉市民体育館

柴崎学習館
ほか

4/25(予定)
泉市民体育館
☎042(536)6711

受付随時
柴崎学習館
☎042(524)2773

障害のある方もない方も、初心者か
ら参加できるスポーツ教室です。
いずれも事前申込みが必要です。

レクリエーションなど、充実した
余暇活動や仲間づくり、地域との
交流などを目的とした年間講座で
す。参加要件あり。事前にご相談
ください。
対 市内在住・在勤の中程度の知的
障害のある青年

障
害
者
チ
ャ
レ
ン
ジ
ス
ポ
ー
ツ
教
室

障
害
者
チ
ャ
レ
ン
ジ
ス
ポ
ー
ツ
教
室

20人

20人

24人

なし

泉市民体育館の自由参加型教室 指導  インストラクター
※当日、開始30分前から参加受付（先着順）。動きやすい服装で。　場所  泉市民体育館☎042（536）6711　費 参加費1回500円　対 16歳以上

講座名 内容 実施時間 備考 定員

各15人

コリオスパイラル 

レッツ♪ZUMBA 

ナイト♪ZUMBA 

毎週金曜 13：30～14：30

毎週土曜 11：15～12：15

毎週月曜 20：30～21：30

音楽に合わせて楽しく全身を動かし、英国発祥のストレッチ
で心と体をリフレッシュします。

ラテン系の明るい音楽に合わせて楽しくエクササイズ。 室内用運動靴

柴崎市民体育館の自由参加型教室 指導  インストラクター
※当日、開始30分前から参加受付（先着順）。動きやすい服装で。　場所  柴崎市民体育館☎042（523）5770　費 参加費1回500円　対 16歳以上

講座名 内容 実施時間 備考 定員

ダンスが初めての方におすすめのズンバです。ズンバとは世
界の音楽とダンスをフィットネスエクササイズに融合させた
ものです。

エアロ初・中級

ZUMBA（ズンバ）

ズンバゴールド

カーディオボクシング
ワークアウト

GroupFight 45

GroupFight 60

アロマヨガ

リラックスヨガ

ナイトヨガ

ボディワークアウト

ボディケアヨガ

毎週月曜 11：30～12：30

毎週火曜・木曜 20：30～21：30
毎週土曜 9：45～10：45

毎週月曜 19：00～19：45
毎週土曜 17：00～17：45

毎週水曜 9：45～10：45
　　　　 20：30～21：30

毎週金曜 13：00～14：00

毎週火曜 19：00～20：00

毎週木曜 11：00～12：00

毎週金曜 20：30～21：30

毎週水曜 19：15～20：15

初めての方におすすめ！エアロビクスの基本の動きを組み
合わせて体を動かしていきます。

簡単な足首回りのほぐしから、体全体をほぐしリラックス
します。体幹を意識したエクササイズも行い、心と体のケア
に効果的なクラスです。

世界の音楽とダンスにフィットネスエクササイズを融合さ
せたダンスエクササイズのクラスです。

音楽のリズムに合わせて楽しく動くパンチを使った格闘技系
エクササイズ。ストレス解消やシェイプアップに効果的です。

季節に合わせたアロマを使います。ヨガのポーズを行い、全
身の血流の滞りを改善しながら、芳香浴も楽しめます。

ゆっくりとした呼吸と、無理のないヨガのポーズにより、スト
レス解消、血行の促進、腰痛や肩こりの改善にも効果的です。

総合格闘技、ムエタイ、ボクシング、様々な格闘技の動きを音
楽に合わせた格闘技プログラム。その効果・楽しさ・安全性が
世界各国で大人気！

ヨガのポーズにより日常の緊張やゆがみを整え、血流や気の
流れを促していきます。また深い呼吸を行うことで心身とも
にリラックスへと導きます。

音楽に合わせながら、バーベルを使い全身の筋力アップと引
締めを目的としたクラスです。初心者でも安心して参加でき
ます。

長めのタオル

参加費1回700円
室内用運動靴

各25人

25人

英語deエクササイズ 毎週月曜 11：00～12：00
身体を使いながら英語で行うエクササイズプログラム。語学
と健康はもちろん、判断力、認識力、運動能力、コミュニケー
ション能力を伸ばします。

25人

30人

30人

20人

毎週金曜 19：15～20：15

室内用運動靴

室内用運動靴

室内用運動靴

25人

20人

25人

各25人

各25人

毎週木曜 19：15～20：15 参加費1回700円
室内用運動靴

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・ 申 問 定員 内容
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古民家園　茶たて
4/21（日）11：00～13：00
古民家園の囲炉裏端で、お抹茶を一服いかがですか。
直接会場へ。費お菓子付は300円（材料がなくなり次第終了）
場川越道緑地古民家園
問歴史民俗資料館 ☎042（525）0860

西砂学習館まつり

高松学習館文化祭

作品展　5/24（金）～26（日）
発表会　5/26（日）12:30～16:00
体験教室　5月～6月
場 問西砂学習館 ☎042(531)0431

作品展　5/17（金）～19（日）
演奏会　6/9（日）13:15～16:30
公開教室　6月中
場 問高松学習館 ☎042(527)0014

かわせみ祭 2019

うたごえ広場 in 錦学習館

ロバの音楽座コンサート　6/15（土）14:00～ 申 5/10 ～
作品展　6/15（土）～23（日）
舞台発表会　6/22（土）～23（日）
公開教室　6/15（土）～7/10（水）
かわせみカフェ　7/6（土）（予定）
場 問幸学習館 ☎042(534)3076

6/18（火）14:00～15:30
懐かしい歌や季節の歌を皆さんで歌い、簡単な体操も行います。
楽しい時間を一緒に過ごしませんか。
定 70人 場 問 申 錦学習館 ☎042(527)6743　5/10～

学校支援ボランティア
市内の小・中学校では、地域の皆さんが「学校支援ボランティア」
として、これまで培われた知識や経験を活かして、教育活動の
支援をしています。
これまでも学校では地域の皆さんに様々なご支援をいただいて
いますが、学校と地域がさらに一体となって子どもたちの学び
を支援し、「生きる力」を育む輪を広げるため、「学校支援ボラ
ンティア」へ登録しませんか。
●学校支援ボランティアとは
・無償のボランティアで、学校の要請に
応じて随時派遣します

・派遣要請後、諸事情により派遣要請を
取り下げることもあります

・活動中のけが等については、市で加入
しているボランティア保険を適用します

●登録要件
・学校支援活動に理解と熱意があり、原則18歳以上の方
・活動時間中に、営利活動、政治的・宗教的活動を行わない方
問生涯学習推進センター ☎042(528)6872

統計数理研究所
研究者・学生・一般社会人を対象とする統計数理に関する有料
の講座です。定100人
◆一般講座「Ａ．Ｒによる時系列解析入門」
　6/18（火）10：00～16：00
◆一般講座「Ｂ．スパース推定」
　7/17（水）10：00～16：00
場 統計数理研究所
申 https://www.ism.ac.jp/lectures/kouza.htmlで申込期間等
詳細をご確認ください。

国文学研究資料館
通常展示「和書のさまざま」ギャラリートーク
4/18、5/16、6/20、7/18(木)11：30～12：15
（展示は9/14（土）まで開催、10:00 ～ 16:30
入室は16:00まで。日祝・夏季一斉休業・展示室整備日は休室）
入場無料
和書について、各時代の写本・版本や特色ある本を紹介します。
また、通常展示の一部スペースを使った特設コーナーでは、当
館の新収資料等を展示しています。
場国文学研究資料館1階展示室
問国文学研究資料館企画広報係 ☎050(5533)2910
E  kikakukoho@nijl.ac.jp

国立病院機構　災害医療センター
◆市民公開講座
○心肺蘇生とＡＥＤ 定 20人
　5/17(金)14：00～16：00
○膵がんについて 定なし
　6/27(木)10：30～12：30
○関節リウマチとリウマチ体操 定なし
　7/8(月)14：00～16：00
場地域医療研修センター（災害医療センター内）
問 申災害医療センター 地域医療連携室
☎042（526）5511（平日日中）

このページでは、冒頭の講座情報以外の学習お役立ち情報を掲載します。

きらり・たちかわ
音声版

目の不自由な方に、きらり・たちかわ音声版を配布しています（講座のご案内のみ）。
ご希望の方は生涯学習推進センター☎042(528)6872までご連絡ください。無料でCDをご住所にお送りします。
収録には、ボランティアの立川市朗読サークル「こえ」の皆さんのご協力をいただいています。
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生涯学習市民リーダー
様々な分野で専門的な知識や技能を持つ方にご登録いただき、
学習グループや地域のイベントなどに紹介する制度です。まず
は、生涯学習情報コーナーにご相談ください。
●指導者や講師を探している団体は
生涯学習情報コーナーへご連絡ください。指導者・講師に関す
る情報をご紹介します。具体的な交渉は、団体と講師で直接行っ
ていただきます。
●市民リーダーとして登録したい方は
各種活動について、専門的 な知識や技能があり、市内の団体や
サークルなどの活動に指導協力できる方は、ぜひご登録ください。
市民リーダーの登録名簿など、詳細は、市ホームページをご覧
ください。
問生涯学習情報コーナー ☎042(528)6803

市民リーダー 検 索



俳句表紙を飾る を募ります

山山荘八ヶ岳山八ヶ岳山八ヶ岳山荘山荘山荘山荘八ヶ岳山荘山梨県清里高原

寿教室生きがいと交流の

へ出かけませんか

いつでも受付けていますご希望の号（季節）を選び、その「季節
を詠んだ俳句」をお寄せください

「きらり・たちかわ」の表紙を飾る『俳句』を、読者の皆さんから募集
します。奮ってご応募ください。選考のうえ掲載します。
女性総合センターや地域学習館に配架中の募集チラシ（応募用紙）もご利用ください。

（春号は 12月、夏号は 3月、秋号は 6月、
  冬号は 9月の末日が締切）

作品内容

応募方法

八ヶ岳山荘では、かけがえのない自然とのふれあいを最も大切にしています。美味しい食事も大人気です。八ヶ岳山荘では、かけがえのない自然とのふれあいを最も大切にしています。美味しい食事も大人気です。八ヶ岳山荘では、かけがえのない自然とのふれあいを最も大切にしています。美味しい食事も大人気です。
● 1泊 2食付き料金例（市内在住・在勤・在学の方）
　▶ 4 歳～小学生低学年1,733 円　▶小学生高学年～中学生2,145 円　▶高校生～大人4,572 円
　（上記金額のうち、高校生以上の施設使用料には減免制度があります。
　 市外の方の料金など、くわしくはお問い合わせください。）
●年間を通してご利用いただけます。ただし夏季と年末年始は、
　市内在住・在勤・在学の方を対象とした抽選になります。
●サービスの一例
・見どころ、味どころ満載の山荘企画バスツアー
・宿泊日バースデープレゼント
・星空観察会、木工教室、縁日、スイカ割り大会など各種イベント
・観光スポット案内
・ＪＲ小海線清里駅までの送迎（事前連絡要、閑散日に限ります。）

宿泊のお申し込み、お問い合わせは、直接電話で八ヶ岳山荘へお願いします。
立川市八ヶ岳山荘（山梨県北杜市高根町清里3545-1）☎0551(48)2309
ホームページ：http://www.tachikawasansou.jp/（右 2次元コードからアクセス可）

高齢者の「生きがいづくり」「仲間づくり」「健康づくり」の場として、市内９会場で実施しています。
寿教室ごとに年間（４月～翌年３月）を通して開設しています。開講日や活動日など、詳しくは広報
たちかわ3月10日号をご覧いただくか、各教室へお問い合わせください。
　 平成31年4月1日現在、市内在住の60歳以上で、会場まで自力で通うことができる方
　 年会費2,000円（他に参加費がかかる事業あり）　　ご希望の担当学習館へご来館ください
    
 　

●ご提供いただいた個人情報は、
今回の連絡時に限り使用します。
●「きらり・たちかわ」は、市民
推進委員会と市の協働で作成し
ていますので、市へご提供いた
だいた個人情報は市民推進委員
会に提供します。

①直接持参／女性総合センター 1階　第 3木曜日・年末年始を除く平日の 9:00 ～ 17:15
②郵　　便／〒190-0012　立川市曙町 2-36-2　女性総合センター 1階
　　　　　　立川市生涯学習推進センター「きらり・たちかわ俳句応募」宛
③メ ー ル／メールアドレス shougai-suishin@city.tachikawa.lg.jp
　　　　　　 ※件名に「きらり・たちかわ俳句応募」と明記してください

④F A X／ FAX番号 042(528)6804

●名前（本名）・ふりがな
●ペンネーム（記載がないときは、本名で掲載させていただきます )
●電話番号（FAX）・メールアドレス（お持ちの方のみ）

上
り
月
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の
手
を
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つ
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室
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ち
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が
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淑
気
か
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教室名（会場）

柴崎寿教室
（柴崎学習館）

健康体操
民謡教室

フォークダンス他

砂川寿教室
（砂川学習館）

健康体操
コーラス
フラダンス

こぶし寿教室
（こぶし会館）

健康体操
コーラス
カラオケ

西砂寿教室
（西砂学習館）

健康体操
コーラス

フォークダンス

羽衣寿教室
（羽衣中央会館）

健康体操
コーラス

主な内容 問い合わせ先
（担当学習館） 教室名（会場）

高松寿教室
（高松学習館）

柴崎学習館
☎042(524)2773

高松学習館
☎042(527)0014

幸学習館
☎042(534)3076

錦学習館
☎042(527)6743

砂川学習館
☎042(535)5959

西砂学習館
☎042(531)0431

健康体操
気功
民謡

栄寿教室
（幸学習館）

健康体操
コーラス他

若葉寿教室
（若葉会館）

健康体操
コーラス
学習会他

錦寿教室
（錦学習館）

フラダンス
健康体操
民謡踊り他

主な内容 問い合わせ先
（担当学習館）
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残したいもの 伝
◇シリーズ特集 最終回◇

私たち
が

春 号

秋 号

夏 号

冬 号

　平成が終わる時代の節目と向き合ったこの一年。私たち「きらり・たちかわ」編集部員も、特集記事テー
マ『私たちが残したいもの　伝えたいこと』の取材を通じて、多くの方々との出会いがあり、新たな
立川の風景を発見することができました。今号は、その総集編です。

　シリーズ特集のテーマを決めたのが一年前。「果たして、毎号取材のネタはあるのだろうか…」と、不安を抱えてのスター
トでした。しかし結果は、案ずるより生むが易し。頼もしい編集部員が色々な情報を集めてきて、またたく間に誌面が埋まっ
ていきました。私にとっては、毎号の記事が新発見、驚きの連続でした。
　時代は変わっても、人の思いはつながっていきます。これからも、私の『残したいもの　伝えたいこと』を探し求めてい
きたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （のぶさん）

今回の表紙　撮影・デザイン：きらり★編集部員　ゆりちゃん

【立川空襲】
この号に登場した「立川空襲」を伝える楢崎
茂彌さんは、現在も取材継続中。立川に住む
戦争体験者のお話を動画に残す作業にいそし
んでいます。市民に公開される日も近い⁉ 

（きらり★編集部員）

【砂川を歩く】
「まちの案内人」として協力した皆さんは、
写真が掲載されたので、知人から「見ました」
と声をかけられるそうです。情報誌に仲間の
活動が紹介されたことを、嬉しく思います。

（まちの案内人さん）

【アートは人と人をつなぐ】
石田倉庫のイベント記事が気になり、妻を
誘って出かけました。本格アートを身近で見
られるチャンスはなかなか無いので楽しかっ
たです。

（40歳代男性）

【立川産に夢中】
糀を使ったレシピは、私の体調を整えてくれ
る薬膳料理。その塩糀が自宅で作れるなんて、
驚きました！

(60歳代主婦 )

一年にわたって『私たちが残したいもの　伝えたいこと』を掲載しましたが、
読者の皆さんからの反響は大きく、多くの意見・感想が寄せられました。

「シリーズ特集」雑感

vol.43

vol.45

vol.44

vol.46
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えたいこと
　今上天皇が2019年4月30日で退位されること
になり、新しい時代がやってきます。こうして
一つの節目を迎えようとしている今、私たちが
次の時代に向けて残したいもの、伝えたいこと
はなんでしょうか？

　立川の街が大きくなったのは、飛
行場が出来てからです。私達や親の
世代には飛行機に対する親しみが
あって、模型飛行機を飛ばすことが

楽しみでした。
　しかしながら
最近は、模型飛
行機を飛ばせる
ような広い場所

が全国的に少なくなってきて、騒音
防止条例によって模型エンジンが使
えなくなりました。また、この定義
も改正されて、大きなものは自由に
飛ばせなくなりました。
　でも、模型飛行機を作る工作技術
やこれに関わる科学技術は、いまや
最先端技術の課題となっています。
これからも、作って飛ばす遊びの楽し
さを伝えていきたいと思っています。

　私は、現在８４歳。「私が残したい
もの　伝えたいこと」を考えてみま
したが、特に「言葉」にして伝え、
残すものはありません。でも、自分
のその時々の生きざまを通して伝え
ていけばよいのではないかと思いま

　国立音大の先生が講師を務める講
座「クラシック音楽入門」は、ぜひ
残し伝えていってほしいと思いま
す。昨年で 9 回目を迎えたこの講
座では、作曲家ごとの楽曲解説のほ
か、曲が出来上がった時代背景も学
びます。たとえ専門的な知識でも、
誰にでもわかり易く解説されます。
　ＣＤ・ＤＶＤのほか国立音大生に
よる生演奏も
あり、視覚や
聴覚を通して
も学ぶことが
できます。
　国立音大で
はオペラ公演もあります。都心へ行
かなくても、かなり本格的なオペ
ラ鑑賞ができます。緑豊かな立川
市には、音大ホールも「たましん
RISURU ホール」もあります。いつ
でも音楽が響きわたる立川市であっ
てほしいと願っています。

読者投稿

模型飛行機の楽しみ
ペンネーム「僕の名は」さん (60 歳代 )

言葉より生きざまを
福田　禮子さん（80歳代）

家族の愛に支えられて
堀　弘子さん（70歳代）

音楽のあるまち立川
河津　浩子さん（80歳代）

読者の皆さんにとっての「残したいもの 伝えたいこと」は何でしょうか？
「きらり」編集部で募集した読者投稿の中から、4名の方の原稿をご紹介します。

て裕福ではなかったのですが、祖父
母や親類の愛情をいっぱい受け、守
られて生きてきました。結婚後は、
主人の両親と同居しながら子どもを
育て、一緒に暮らしてきました。

　振り返って思います。子どもは祖
父母や親の姿をみて育つのでしょう
か。自分なりに考えて成長していく
と信じています。愛情をいっぱいも
らって子育てができたことに感謝し
ています。時代は変わっても、子育
てには家族の愛情や手助けが何より
大切だと思います。

　私は広島で生まれ、現在７６歳で
す。父が戦死したため、母と兄との
三人で生活を送ってきました。決し

市民推進委員
募集！

たちかわ市民交流大学の講座の企画・運営や情報誌「きらり・たちかわ」の取材・編集などを行います。
詳細は、各地域学習館、生涯学習情報コーナー（女性総合センター１階）で配布している案内書をご覧ください。
問市民推進委員会事務局（女性総合センター１階）　☎042(528)6872

あなたの経験を市民の学びの場に生かしてみませんか

す。私の「生きざま」を見て、残さ
れた人達には伝わることがあるので
は、と思っています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊ ＊
＊ ＊
＊ ＊
＊ ＊
＊ ＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊ ＊
＊ ＊
＊ ＊
＊ ＊
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　平成元年は、ベルリンの壁崩壊・天安門事件・株価最高値・消費
税の導入と、劇的な出来事が起きました。
　米ソ冷戦の終結を経て米中が世界の覇を争う時代になり、日本の
経済力はバブル崩壊を契機に中国に抜かれてしまいました。
　この年私は、中国改革の象徴「深

しんせん
圳工場」へ仕事で携わったことに感無量です。

　平成の歴史から、新しい時代に向かう知恵を学ぼう。　　　　　（たけちゃん）

　冷夏などによる米不足。地元北海道で初めて食べたタイ米は細長くパラパラ
していました。立川のお米屋さんに聞くと、国産米の入荷が少なく、外国産と
セットで販売していたそう。それでも売るお米が無くなってしまい店を閉めた
が、外には行列ができるほどだったとか。　　　　　　　　　　　（みわちゃん）

　事件発生当日、大学生だった私は、立川の自宅から日比谷に
ある図書館に朝から勉強をしにいこうと思っていました。当
然、地下鉄を使って行く予定。急に用事が入って、行くこ
とを取りやめました。後で事件のことを知り、冷や汗が出
ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（くまさん）

　バブル崩壊後の平成 9年～ 10年、大手金融機関の倒産が続きま
した。当時、金融関連業界に勤務していた私は、メディアの報道に
緊張する日々。あれから約 20年。あの時代の出来事を歴史の教訓
として、経済の舵取りに活かしてもらいたいものです。　　　　　（のぶさん）

　当時、終末論や Y2K 問題（2000 年問題）、ミレニアム婚などが話題に。結
局世界は滅びず、Y2K 問題も小さなバグ程度で収まりました。人間にとって
の大問題も、地球の歴史の中ではほんの一瞬。
　だからこそ平和な今が続く事を願っています。　　　　　　　　　（わかちゃん）

「平成元年の出来事から学ぶ」

「平成の米騒動」

「地下鉄サリン事件」

「金融機関の大型倒産相次ぐ」

「世紀をまたいだ平成」

平成元年

平成 5年

平成 7年

平成 9年

平成 12年（2000年）

　「24時間戦えますか」を合言葉に活性化していた日本経済ですが、バブル崩壊と共にリストラや派遣切りという言葉が生まれ、
今では働き方改革が問われる時代になりました。平成元年に消費税 3％が導入され、現在では 8%に。携帯電話は小型化され、今
ではスマートフォンやインターネットなどが生活に欠かせません。自然災害も多く記憶されています。
　きらり☆編集部員が平成のニュースを思い起こしながら、自分の思い出を語ります。

平成を振り返る その時私は ･･･

　　　 　　

平成元年～ 9年
バブル崩壊により冷え込む経済。
世界の国々に大きな変革が起きた時代。

平成 10年～ 19年
消費が冷え込む中、ギャル文化やファスト
ファッションが流行。
自然災害が続き、環境対策への意識が強まる。

消費税スタート
ベルリンの壁崩壊

第 1回大学入試センター試験
日本人初の宇宙飛行士、ソユーズで宇宙へ

横綱千代の富士引退
ソビエト連邦消滅

東海道新幹線のぞみ運行開始
アルベールビル五輪／バルセロナ五輪
（夏季冬季同年開催の最後）

Ｊリーグ開幕
皇太子様、雅子様ご成婚

北朝鮮拉致被害者 5人が 24年ぶり帰国
多摩川にアザラシ「たまちゃん」

関西国際空港開港
就職氷河期

阪神淡路大震災
地下鉄サリン事件

郵便番号が３桁+４桁の 7桁へ
 明石海峡大橋開通

羽生善治さん将棋界史上初の七冠
薬害エイズ問題

全日空機がハイジャックされ、機長死亡
ジャイアント馬場さん死去

消費税５％に増税
香港がイギリスから中国に返還
臓器移植法施行

北海道有珠山噴火
三宅島雄山噴火 で全島避難
2000円札発行

ユニバーサルスタジオジャパン開園
アメリカ同時多発テロ事件
敬宮愛子さまご誕生

元年

２年

３年

４年

５年

14年

６年

７年

10年

８年

11年

９年

12年

13年

吹き出しでは立川の
出来事を紹介します

平成 9年、国営
昭和記念公園の
イルミネーショ
ンが始まる

『東京箱根間往復大学駅伝競走』の出場権をかけた
予選会。もともと大井埠頭で行われていたが、立川
の地に移転したのは、平成 12年の第 77回大会より
（平成15年の80回記念大会は箱根の芦ノ湖畔開催）
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平成12年、多摩
都市モノレール
全線開業



　アメリカ貿易センタービルへの航空機突入は、世界中にショックを与えまし
た。そのニュースは友人からの電話で知りました。その場所には１年前に訪れ
たばかりだったので、今なおトラウマになっています。　　　　（ちょうさん）

　新型の豚インフルエンザが拡大。パンデミックの警戒レベルの上がる中、娘
が感染。家族に感染者が出たということで、主人は出勤停止になり、息子も幼
稚園登園停止。誰かにうつるのでないかと冷や冷や過ごしたことを思い出しま
す。結局誰もうつらず、娘もひどい症状ではありませんでした。（ゆりちゃん）

　この 30 年で通信機器を取り巻く環境
は劇的に変化を遂げました。
　今や便利なスマートフォンは１人 1台

持つようになり、生活になくてはならないという
人もいるのでは。でも平成が始まった頃はポケッ
トベルで一生懸命、メッセージを数字にして送っ
ていましたね。　　　　　　　　　　（まりちゃん）

　東日本大震災発生のその瞬間、私は、21 階建てビルの 7階に
おり、窓から、大きく揺れるビルとビルが今にもぶつかりそうな光景を見て、
生きた心地がしませんでした。交通機関が麻痺し、夜遅くになんとか府中駅に
たどり着くことが出来たけれど、タクシーを待つ長蛇の列。いつ来るか分から

ないタクシーを待つのをやめ、自宅まで歩くことを決断
し、2時間以上かけて帰宅。不安と疲れが入り交じった
「ながーい」一日でした。　　　　　　　　　（みかちょ）

「9.11 同時多発テロ」

「新型豚インフルエンザ」

「ポケベルからスマホ時代」

「東日本大震災」

平成 13年

平成 21年

平成 23年

平成 23年平成 20年～ 31年
多くの日本人ノーベル賞受賞者が誕生。
AI 技術が進歩する今、働き方にも変化が。
新型のインフルエンザや SARS、デング熱や
ジカ熱の恐怖にさらされました。

後期高齢者医療制度開始
リーマンショック発生、金融危機
黒人初　オバマ米大統領誕生

日本の奄美大島などで 46年ぶり皆既日食
裁判員裁判スタート

はやぶさ／小惑星イトカワから地球へ帰還
 羽田空港 32年ぶり国際定期便

新国立競技場計画、五輪エンブレム見直し
ラグビー選手「五郎丸ポーズ」流行

選挙権年齢 18歳以上に引き下げ
新元素が「ニホニウム（Nh）と名称決定
マイナス金利政策

中学生の藤井聡太さんが将棋の公式戦新記
録 29連勝
桐生祥秀選手が日本人初の 100ｍ９秒台

オウム真理教死刑囚 13人死刑執行
築地市場の豊洲移転

女子テニスプレーヤー大坂なおみさんが、
日本人初の 世界ランキング 1位に

六本木ヒルズ開業
SARS が世界的に流行

新一万円札、新五千円札、新千円札発行
「冬のソナタ」放送で冬ソナブーム

愛知万博／愛・地球博開催
郵政民営化法案成立

冥王星が太陽系惑星から外れる
トリノ五輪で荒川静香さんが金メダル

第 1回東京マラソン開催
予報用語改正で猛暑日の定義が決定

東日本大震災
世界人口 70億人突破
地上アナログテレビジョン放送終了

山中伸弥教授（iPS 細胞）がノーベル生理学・
医学賞受賞
東京スカイツリー開業

ロシアにいん石落下
富士山が世界文化遺産に登録

消費税 5％から 8％へ
集団的自衛権行使容認の閣議決定
富岡製糸場が世界文化遺産登録

20年

21年

22年

27年

28年

29年

30年

31年

15年

16年

17年

18年

19年

23年

24年

25年

26年

平成19年、JR立川駅の「幻のホー

ム」１番線が、25年ぶりに復活

した話を知っていますか。

１番線ホームはかつて、青梅・五

日市線の降車専用ホームとして存

在していました。昭和57年に駅改

築と駅ビル建設に伴って撤去され

て以来、欠番となっていたんです。

「幻の１番線ホーム」

平成 22 年、立川市役所
新庁舎開庁

平成 25年、立川市では
家庭ごみが戸別収集・
有料化

平成 28年公開映画
「シン・ゴジラ」で
立川の自衛隊駐屯地
がロケ地に
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世界人口が70億人に
達した頃、立川市の
人口は約 18万人に

平成 24 年、くるりんが
立川市オリジ
ナルキャラク
ターに決定

平成 30 年に立川市でパン・パシ
フィック・オープンが開催され
たときには“なおみフィーバー”
が巻き起こった



辞書の世界を観る！
　辞書の世界を聴く！
辞書の世界を観る！
　辞書の世界を聴く！

　「広辞苑によれば…」という言葉を耳にすることがあり
ませんか。
　日本の代表的な辞典とされる『広辞苑』が、昨年 10年
ぶりに改訂されて話題になりました。でも、なぜ辞典は
改訂され続ける必要があるのでしょうか？
　㈱岩波書店の平木靖成さん（立川高校出身）に、広辞
苑や国語辞典を作る際、辞典編集者は何を考えて作業を
しているのか、言葉をどのように捉えているのかについ
て、お話しいただきます。

 ＊P7の講座情報もご覧ください。
　問 申 生涯学習推進センター ☎042（528）6872　5/10～

平木　靖成（ひらき　やすなり）
1969年東京都福生市生まれ。
10歳から羽村市へ移る。
東京都立立川高校卒業後、東京大学へ進学。
1992年㈱岩波書店入社。93年から辞典編集
一筋、2011年から辞典編集部副部長。
広辞苑第5版、第6版、第7版を担当。

©2013「舟を編む」製作委員会
※上映会のみの参加は不可

「編集者が語る
    広辞苑編集の表と裏」

「舟を編む」映画

６月８日土 12：00～16：30
 （11:30開場）

【入場無料】女性総合センター

14：30～16：30

12：00～14：15

　三浦しをんさんのベストセラー小説「舟を編む」。出版社の辞書編集部を
舞台に、新しい辞書作りに取り組む人々の姿を描いた作品です。2012 年本
屋大賞を受賞し、映画化されました。第 37 回日本アカデミー賞で、最優
秀作品賞を含む 6部門を受賞した話題の作品です。
■出演：松田龍平、宮﨑あおい　他

　講演会の講師、平木さんはこの小説の取材に協力し、文庫化の際には巻
末の解説を執筆されました。映画にも辞書制作指導という形で関わられて
います。

ピック
アップ！

Pick up!

会場

上 映 会

講 演 会



　「本や雑誌の編集に興味はあるけど、難しそう。」という方
のために、企画の立て方から記事の書き方、写真撮影のポイ
ントまで、体験しながら基本を学ぶ「編集入門講座」が開催
されました。

　この「編集入門講座」は２度目の開催。今回は、原稿に仕上げるまでの“編集プロセスを体験”する実践編で、
会場 (女性総合センター・アイム )の中にある中央図書館など、市役所の 5つの課を取材しました。
　受講者は 17名。３回にわたる講座を通して、記事が完成するまでの受講者の奮闘ぶりを紹介します。

日付：平成30年9月13日・27日
　　　　　　  10月11日
　講師：沼上　純也さん
　　 　 　　（編集者）

　　主催：市民推進委員会

■ ■ 講座初日■ ■ 
～ 基本のきを学ぶ ～

■ ■ 講座２日目■ ■
～ 一日取材記者 ～

■ ■ 講座最終日■ ■
～ 取材記事原稿の発表 ～

　「編集とは何？情報はどうやって
収集するか？企画の立て方は？なぜ
取材が必要か？」といった数々の問
いかけにも、沼上さんは分かりやす
い語り口で答えていきます。

　次は、取材先ごとにグループを分
けて作業を進めます。初めて知り合っ
た受講者同士ですが、話し合いに熱
が入り、またたく間にナイスコミュ
ニケーションが出来ていきます。

　市職員の協力を得て、グループご
とに取材活動です。「どんな仕事？
普段、心掛けていることは？」・・・
質問が飛び交い、用意した取材の
ノートも文字で埋まっていきます。

　写真撮影も構図を意識してシャッ
ターを切ります。もうプロ顔負けの
記者集団⁉

　受講者の皆さんが宿題としてまと
めてきた原稿がそろいました。
　原稿を壁に掲示した中、編集で意
図したこと、苦労したことなどを発
表。いつでも、きらり☆編集部員と
して活躍していただけそうな頼もし
い面々です。
　私たち編集部員が、17名の受講
者の皆さんから “編集の楽しさや面
白さ ”を改めて学んだ「編集入門講
座」となりました。

講座を終えた受講者の中から編集の現場を見学したいと、今号の編集会議に樋熊さんと深堀さんが参加
し、感想を寄稿してくださいました。

　講座の内容は知らなかったことばかり
で、目から鱗でした。取材では、思って
もみないことを聞くことができました。
　記事を書くことは楽しいことでしたが、
まとめるのに苦労しました。

（樋熊さん）

　人生が後半戦に入り “ 自分の未来を編
集しよう ” と思い立って受講しました。
講座の内容は、ためになることばかり。
　「きらり・たちかわ」の編集会議にも参
加でき、未来の足がかりができそうです。

（深堀さん）

はじめての「編集」
～０から学ぶ伝え方の基本のき
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講座ガイド

取材したことを受講者と編集部で完成させました！

　「本や雑誌の編集に興味はあるけど、難しそう。」という方のために、企画の立て方から記事の書き方、写真撮影
のポイントまで、体験しながら基本を学ぶ「編集入門講座」が開催されました。
　講座の中では、女性総合センター・アイム内にある市役所の５つの課を、５つの班に分かれて取材し、紹介記事
の完成までを体験しました。
　出来上がったたくさんの素晴らしい作品を元に、きらり編集部が編集し、5回に渡って掲載します。

男女平等から LGBTまで 人権と向き合う市民のミカタ

総合政策部 男女平等参画課 編

アイムの中には何がある？

はじめての「編集」 ～０から学ぶ伝え方の基本のき

アイム 5階にある男女平等参画課。具体的には何をしているところなので
しょうか？ 係長の横田さんにお聞きしたお話をもとに、まとめてみました。

　男女平等参画課では、他市の講座や、
新聞・インターネットなどの情報をもと
に、多くの講座を行なっています。
　例えば、女性の声を生かした避難所づ
くりについて学ぶ防災講座や、退職後の
男性が初めて家事をして感じたことなど
を話し合った男の座談会、LGBT＊の方々
が不安に感じていることを知る講座、お
金と暮らしの講演会、おひとりさま準備
講座など、テーマは様々です。
　また、出前講座として、中学校 3年生
の教室へ出向き、デートDVや AV出演
強要など、高校生になって行動範囲が広
がったときに危険から身を守る術を教え
る講座も行われました。
　市民グループ・団体が企画して講座を
行う市民企画活動事業の制度もあるそう
です。

　その名のとおり、男女平等の実現に向
けて活動している課です。立川市の全て
の部署と連携して、男女平等にかかわる
事柄に取り組まれています。

編集講座のおかげで、本物の編
集に関わる ことができました。
貴重な経験を、ありがとうござ
います！

悩みが整理され、解決への糸口が見つか
るかもしれません。
　カウンセリング相談ができるのは、火
曜日、水曜日、土曜日の午後 1時から 5
時までで、土曜日は電話相談のみとなり
ます。また、相談には予約が必要です。
　相談員は、臨床心理士、社会福祉士な
ど、様々な専門の機関で勤めていたキャ
リアや資格のある方です。

　立川市在住・在勤・在学の方へ、面接
または電話によるカウンセリングを行っ
ています。相談員は全て女性です。
　また、男性からのDVについて相談す
る女性の心理的負担を軽減するため、カ
ウンセリングルームでの相談は女性に限
られ、男性は電話相談のみ受けられます。
　相談者の年齢は 10 代から 70 代以上
までと幅広く、平成 29年度は、355 件
の相談がありました。内容は、生き方、
自分探し、仕事、孤独、夫婦、子ども、親、
兄弟姉妹、友人、育児・しつけ、DV、
LGBT など様々。話を一度聞いたうえで
必要な場合は、より専門的な機関と連携
することもあるそうです。
　「DV」など悩みがはっきりしていれば、
インターネット検索で相談機関を見つけ
ることができますが、多くの場合、悩み
とは複合的なものです。抱え込まずに話
を聞いてもらうことで、複雑に絡まった

キーワードはオール市役所旬のお役立ち講座を多数開催

よろず相談でお悩み整理

カウンセリング相談は
男女平等参画課へ

（予約制）042-528-6801

6月22日（土）～23日（日）
男女平等フォーラム　開催

テーマ
「一人ひとりの生き方が
　　　　尊重される社会へ」

詳細は広報たちかわ 5月10日号を
ご覧ください。

この
記事の担当

＊ LGBTとは？レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字を組み合わせた言葉

みわちゃん

特別企画

第１回

女性総合センター・アイム　エント
ラン
ス

横田さん




