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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。
企画・運営 市民推進委員会

P3-14...........講座のご案内

P15...............きらり★かわら版

P16-19.........子どもと一緒に
タイムスリップ！！　南口編

P20...............市民企画講座から誕生した
サークルの紹介　第１回

「立川市民科」講座です。

＊講座の詳細は申込先へお問い合わせください。　＊申込は、特に記載のないものは午前8時30分から受付開始です。
＊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。

※申込・定員制、１歳〜学齢前。

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。

【おことわり】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座等が中止・延期となる可能性があります。
市ホームぺージのほか、各講座欄に掲載されている問合せ先へ直接ご確認をお願いします。
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・延期になる可能性があります。各講座欄に掲載されている問合せ先へ直接ご確認をお願いします。

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・申 問 定員 内容

中高生保護者対象講座
子どもの心が開く魔法の
ことば

飛鳥井 郁枝さん
（キャリア教育講師）

7/3・17、9/11（金）
18：00〜19：30
全3回

西砂学習館
6/10
西砂学習館
☎042（531）0431

12人
教育現場で指導している講師から
実体験に基づく事例を聞きます。
対 小学校高学年〜高校生の保護者

―ポジティブ心理学を活
かしてストレスケア―
「楽しく生きる講座・ポ
プリ製作を通して」

横内 弥生さん
（臨床心理士）ほか

7/4・18（土）
13：30〜15：30
全2回

女性総合
センター

5/25
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

12人

1回目はストレスから回復する力
「レジリエンス」、2回目はモチ
ベーションを上げる「ポジティブ
感情」についてのお話を聞いた
後、各回ともポプリを作って体験
的に学びます。季節のハーブ、ラ
ベンダーやカモミールなどを使い
ます。楽しみながらストレスから
の回復を体験しましょう。各回
違ったポプリを作ります（ラベン
ダーバントルズ等）。
費 受講料・材料代1,000円
企画・運営 ＮＰＯ法人認知行動カウ
ンセリング研究会

たのしいうちわ絵

藤田 富治郎さん
（生涯学習市民リーダー、
元公立学校教師、絵画サー
クル講師）

7/4（土）
14：00〜16：00 歴史民俗資料館

5/25
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

10人

立川市の歴史や地域行事をはじ
め、資料を見ながら自由に好きな
絵をうちわに描きます。
費 材料代300円
持 絵画道具（お持ちの方のみ。貸
し出しもできます）

上野動物園元園長が語る
「動物園を楽しもう！」

小宮 輝之さん
（上野動物園元園長）

7/5（日）
14：00〜15：30 若葉会館

6/10
若葉図書館
☎042（535）8841

50人

動物園の楽しさ、動物と触れ合う
喜びなどを子どもたち（大人も
可）に伝えてもらいます。
対 小学生以上

もっと知り隊！南極の秘
密に迫ろう

本吉 洋一さん
（国立極地研究所特任教授）

7/11（土）
14：00〜15：30 高松学習館

6/10
高松図書館
☎042（527）0015

20人

氷を中心とした地球の成り立ちや南
極、北極の自然の違いなど、実験も
交えてわかりやすく解説します。
対 小・中学生

クラシック音楽入門講座
第11回

安田 和信さん
（国立音楽大学講師）ほか

7/11・18・25、
8/29、9/19（土）
14：00〜16：00
全5回

西砂学習館
6/10
西砂学習館
☎042（531）0431

30人

国立音楽大学の先生のお話に学生
の演奏を交えて、クラシック音楽
の楽しさを学びます。今回は、生
誕250年のベートーヴェンほかを
取りあげます。
費 受講料2,500円（18歳以下無料）
協力 国立音楽大学

ペットと飼い主のための
防災講座

福島 正人さん
（立川市ペット防災チーム）

7/11（土）
14：00〜16：00 幸学習館

6/10
立川市社会福祉協議会
地域福祉コーディネー
ター（5地区担当）
申 

問 ☎042（534）9616

15人

自然災害時に対する飼い主とペッ
トたちの備えについてや災害時に
ペットとどう過ごすか、飼い主ど
うしのネットワーク作りについて
考えます。



4

●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。 ：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

知られざる立川の野仏め
ぐり－砂川編－

豊泉 喜一さん
（立川民俗の会会長）

①7/12（日）
②7/19（日）
9：30〜11：30
全2回
※雨天時は7/26（日）
に順延

①西砂町
②幸町・栄町

周辺

6/10
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

15人

①西砂町の神社や石造物を見学し
ます。西武立川駅集合、武蔵砂川
駅解散。
②幸町・栄町周辺の神社や石造物
を見学します。玉川上水駅集合、
泉体育館駅解散。
費 保険料100円（全2回分）

ウミガメと海の中を大冒
険!!
〜ウミガメの暮らしと海
の様子を見てみよう〜

東京海洋大学うみがめ研究会

7/12（日）
14：00〜15：30 こぶし会館

6/10
幸図書館
☎042（536）8308

20人

動画等わかりやすい解説からウミ
ガメの生活を知り、ウミガメを通
して環境問題を学びます。
対 小学１〜3年生

新幹線と未来の鉄道

公益財団法人鉄道総合技術
研究所の皆さん

7/12（日）
14：00〜15：30 西砂学習館

6/10
西砂図書館
☎042（531）0432

30人

新幹線開発の歴史とリニアモー
ターカーについて、講義と実験で
学びます。
対 小・中学生（保護者の参加も可）

宇宙について学ぼう

大嶋 龍男さん（JAXA）

7/19（日）
14：00〜15：30 錦学習館

6/25
錦図書館
☎042（525）7231

25人
宇宙について実験を交えて解説し
ます。
対 小・中学生（保護者の参加も可）

香りで脳をきたえよう！

川崎 京子さん
（化粧品会社所長）

7/21（火）
10：00〜11：30 幸学習館

6/10
幸学習館
☎042（534）3076

10人
毎日の食卓にある「香り」を感じて
いますか？香りとは何かを学んだ
後、香りだけで何の野菜か当てる
クイズなども行います。
持 家庭にある野菜または果物１つ

親子社会科クラブ・探
検！浅川地下壕

中田 均さん
（浅川地下壕を保存する会）

7/25（土）
8：00〜12：00（予定）

JR高尾駅
集合

7/10
柴崎学習館
☎042（524）2773

25人

近くにある遺跡を巡り、戦争を考
えます。
対 小学3年生以上
費 400円（ほかに交通費実費）
持 懐中電灯、長靴

いろんなお仕事のぞい
ちゃおう！
作曲家・ピアニスト・
YouTuber編

よみぃさん
（作曲家・ピアニスト）

7/25（土）
14：00〜15：30 幸学習館

往復はがき（抽選）
幸学習館
☎042（534）3076

50人

ストリートピアノなどの動画で人
気の講師からお仕事のお話を聞き
ます。ピアノミニコンサートもあ
ります。
対 小学3年生から18歳まで

（保護者は1名まで可、市民優先）
詳細は広報たちかわ6/10号また
は市ホームページをご覧ください。
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・延期になる可能性があります。各講座欄に掲載されている問合せ先へ直接ご確認をお願いします。

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・申 問 定員 内容

日本の環境問題を考える
（第3回）

瀬戸 昌之さん
（東京農工大学名誉教授）

8/2・30、10/4、
11/1（日）
14：00〜16：00
全4回

高松学習館
5/26
高松学習館
☎042（527）0014

30人
前半は自然の単位生態系の基本的
な姿について、後半は環境を破壊
する共通現象について考えます。

子育て中の方のための
パソコン講習（初級）

パソコンインストラクター

8/3（月）〜7（金）
13：15〜16：45
全5回

女性総合
センター

7/14・15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
マザーズハローワー
ク立川
☎042（529）7465

（平日9：00〜17：00）

10人
（抽選）

（６か月
〜学齢前）

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

地元発見！
ブルーベリー農園♪

馬場 ヒデ子さん
（馬場農園）、
高橋 由蔵さん

（東京都環境学習リーダー）

8/6（木）
10：00〜11：30
※雨天決行・荒天中止

馬場農園
（砂川町）

7/10
砂川学習館
☎042（535）5959

30人

無農薬・ブルーベリー農園で摘み
取り体験をします。農園の方のお
話を聞き、はちみつ入りの手作り
ブルーベリージャムの試食をしま
す。農園にいる昆虫のお話もしま
す。親子参加も歓迎。
農園に現地集合（駐車場はありま
せんので、公共交通機関をご利用
ください。自転車は可）
対 市内在住・在勤・在学の方

（小学3年生以下は保護者同伴）
費 200円（ブルーベリー100gの代
金。追加も可）
持 汚れてもよい動きやすい服
装、飲み物、帽子、汗拭タオル、
レインコート

色えんぴつで楽しむお手
軽アート　植物の魅力再
発見　夏野菜を描こう！

小林 英成さん
（日本植物画倶楽部理事・
初代会長、㈶公園緑地管理
財団認定緑化文化士）

8/11・18・25（火）
10：00〜12：00
全3回

女性総合
センター

7/10
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

15人

身近な野菜にモデルになってもら
い、植物画をじっくり描いてみま
せんか？植物学的に観察すること
で植物の魅力を再発見します。
対 小学4年生以下は保護者同伴
費 受講料・材料代1,800円
持 鉛筆、消しゴム、色鉛筆（12色
程度）

布ぞうりを作りましょう

グループ・ベターライフの
皆さん

8/16（日）
13：00〜16：00
8/17（月）
9：00〜12：00
全2回

女性総合
センター

7/10
生活安全課消費生活
センター係
☎042（528）6801

10人
対 2日とも参加できる、初めての方
費 材料代600円
持 5㎝×約1m程度の木綿の布30
枚、はさみ、かぎ針（8〜10号）、
ズボン着用

「100万回生きたねこ」
－おとなこそ読みたい子
どもの絵本読書会－

志村 順子さん
（児童文学作家、元立川市
教育委員会教育委員長）

8/21（金）
14：00〜16：00

立川まんが
ぱーく

（錦町）

7/10
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

10人

絵本を読みながら、これからの生
き方を考え、交流します。
費 受講料500円（この講座では立
川まんがぱーく入場料はかかりま
せん）
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●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。 ：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

パソコン講座「Word入門」

生涯学習市民リーダーの
皆さん

9/1（火）・2（水）
10：00〜12：00
全2回

西砂学習館
7/28
西砂学習館
☎042（531）0431

10人
文章の編集、表・各種の線の作
成、ページ設定・イラストの挿入
を学びます。
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（Word2010以降）

市民交流クッキング
「即席めんで栄養たっぷ
りアレンジ麺」

こいけ けいこさん
（料理家・栄養士）

9/5（土）
10：00〜13：00 西砂学習館

7/28
西砂学習館
☎042（531）0431

20人

即席めんをアレンジした簡単で栄
養満点な料理をみんなで作る楽し
い食事会を行い、地域での交流を
図ります。
費 材料代800円（小学生以下は年
齢に応じて割引あり）
持 エプロン、三角巾、手拭きタ
オル、マスク

体験学習
「手打ちうどん作りと
十五夜飾り」

立川民俗の会の皆さん

9/6（日）
10：00〜13：00

歴史民俗
資料館

8/10
歴史民俗資料館
☎042（525）0860

30人

地域の伝統食文化である手打ちう
どんを作って試食します。
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、タオル、
マスク

困った子は困っている子！
今日すぐできる発達支援を
いかした子育て講座

青谷 典子さん
（早期発達支援士、障がい
児教育支援ネット代表）

9/9・16（水）
10：00〜12：00
全2回

女性総合
センター

7/27
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

30人

発達の理論を、講師が実際に実践
してきたことを子育てに活かせる
ようにアレンジしました。みんな
違って当たり前の感覚のことや今
日すぐできる具体的な子育て実践
法をグループワークを交えながら
学びます。
対 子育てされている方、発達支
援に興味のある方
費 資料代500円（全2回分）
企画・運営 思いやりの会

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・申 問 定員 内容

初心者向け農業体験講座
〜野菜作りを体験し、
楽しく収穫しよう〜

鈴木 豊さん
（ひまわり農園園主、全国
農業体験農園協会会員、立
川市認定農業者）

8/22、9/12・26、
12/5、1/9（土）
13：30〜16：00
全5回

若葉会館、
ひまわり農園
（若葉町）

7/10
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

15人

手ぶらでOK ！野菜づくりの基礎
を学び、秋野菜を参加者の皆さん
で育て、収穫の喜びを体験します。
費 種苗代・保険料ほか5,200円

ここがポイント　木造の
家選び

立川シティクラブの皆さん

8/29（土）
10：00〜12：00

女性総合
センター

7/27
生活安全課消費生活
センター係
☎042（528）6801

30人 木造の家の建築・改築時の留意点
や、東京産木材のお話をします。

認知症予防教室
「絵本の読み聞かせ講座」

東京都健康長寿医療セン
ター講師

8/31〜2/22の月曜日
（9/7・21、11/23、
12/28、1/4・11、
2/1・15を除く）
9：30〜11：30　
全18回

市役所2階
209会議室

8/31に
直接会場へ
高齢福祉課
☎042（523）2111
内線1471

20人

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歳以上で、初めてこの講座
に参加する市民
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・延期になる可能性があります。各講座欄に掲載されている問合せ先へ直接ご確認をお願いします。

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・申 問 定員 内容

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） 

9/10・24、10/8・
22、11/5・19（木）
10：00〜12：00
全6回

砂川学習館
8/11
子ども家庭支援センター
☎042（528）6871

8人

子どもの発達特性を理解し、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歳程度の発達に不安の
あるお子さんを育てている保護者

わかってほしい精神障害

細江 昌憲さん
（特定非営利活動法人トモ
ニ  代表） 

9/11（金）
13：30〜15：00 高松学習館

8/25
高松学習館
☎042（527）0014

15人

精神障害について知ってもらうこ
とで、誰もがつらい思いや、不自
由な思いをすることなく暮らせる
ようになることを目指します。

（P15「アール・ブリュット立川」
もご覧ください）

星空を楽しもう

相馬 充さん
（国立天文台理学博士）

9/12（土）
14：00〜15：30 若葉会館

8/10
若葉図書館
☎042（535）8841

25人 月の話をメインテーマに、星座等
の話を聞きます。

ワークショップを楽しもう
（仮称）

アール・ブリュット立川実
行委員会の皆さん

9/13（日）
①10：00〜11：30
②14：00〜16：00
各1回

高松学習館
8/25
高松学習館
☎042（527）0014

各20人
ワークショップでステキな作品を
作ります。（P15「アール・ブリュッ
ト立川」もご覧ください）

親子でホットドッグ作り

多摩きた生活クラブ生協ま
ち立川の皆さん

9/14（月）または9/28
（月）
10：00〜12：00

女性総合
センター

8/10または8/25
生活安全課消費生活
センター係
☎042（528）6801

12組

対 未定
費 1組300円
持 エプロン、三角巾、手拭きタ
オル、食器用ふきん、飲み物

ロマンと憧憬の昭和
〜こう変化した文学の
女・男〜

伊藤 眞理子さん
（元高校教師、コミュニケー
ションスキルアップ講師）

9/14（月）
13：30〜15：30

女性総合
センター

8/11
男女平等参画課
☎042（528）6801

30人
昭和の文学を題材に、昭和という
長かった時に文学は、特に男女の
思い、行動、生活はどう変わった
かを多くの作品から学び、鑑賞し
ます。
企画・運営 チームいま好き

リズム気功

渡辺 陽子さん
（生涯学習市民リーダー、
健康運動指導士）

9/16（水）
10：00〜12：00 幸学習館

8/11
幸学習館
☎042（534）3076

30人

自分に合ったペース・やり方で音
楽に合わせて気功をして体を緩め
ます。
費 受講料300円
企画・運営 生涯学習市民リーダーの会
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●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。 ：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

囲碁入門

大井 洽充さん
（生涯学習市民リーダー）

9/18・25、10/2・
9（金）
10：00〜12：00
全4回

幸福祉会館　

8/25
申 幸福祉会館
☎042（535）2197
問 福祉総務課
生きがいづくり係
☎042（523）4012

15人
囲碁を基本から学びます。囲碁を
通じ、新しい仲間を作りませんか。
対 60歳以上の市民

あすの日本農業をつくる
地球と人にやさしい
家族農業

蔦谷 栄一さん
（農林中金総合研究所研究
員、農的社会デザイン研究
所代表）

9/18（金）
18：30〜20：30

女性総合
センター

8/11
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

20人

家族を基盤とした農業が、いま再
び注目されています。今、持続可
能な農業のために私たちができる
ことを学びます。

今、大切な子どもとおと
なの人権

浅井 春夫さん
（元立教大学教授、元児童
養護施設職員、白梅学園大
学講師）

9/20・27（日）
14：00〜16：00
全2回

女性総合
センター

8/11
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

25人 1回目は子どもの貧困化の原因や
その解決策について、2回目は性
暴力やセクハラを防ぐためにでき
ることと現状を学びます。

再就職を目指す
女性のための職業訓練

パソコンインストラクター

9/21（月）〜25（金）
10：00〜15：00
全5回

女性総合
センター

8/17〜28
申 東京都産業労働局
能力開発課
☎03（5320）4807
問 男女平等参画課
☎042（528）6801

10人

（6か月
〜学齢前）

再就職に役立つパソコン操作の基
礎（Word・Excel）を学びます。

バリアフリー植物観察会

冨田 広さん
（元公立中学校長、
現東京都教育委員会勤務）

9/23（水）
10：00〜12：00 昭和記念公園

8/11
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

10人

自分の持つ五感を活かして、自分
のペースで植物を楽しんでみませ
んか？障害がある方もない方も参
加できます。
費 保険料50円（会場の入園料が別
途かかります）

やさしい太極拳
一番福祉会館

上條 喜久子さん
（太極拳指導員）

9/23・30、10/7、
14（水）
10：00〜12：00
全4回

一番福祉会館

8/25
申 一番福祉会館
☎042（531）2945
問 福祉総務課
生きがいづくり係
☎042（523）4012

20人

太極拳を学んで健康生活の一助に
しませんか。
対 60歳以上の市民
持 動きやすい服装、飲み物

ゲートキーパー養成講座
（初級）

久持 修さん
（臨床心理士）

9/24（木）
10：00〜11：30

女性総合
センター

8/25
健康推進課
☎042（527）3272

15人

自殺を考えている人のSOSに気づ
き、必要な支援につなげるゲート
キーパーを養成します。
対 市内在住、在勤、在学の方
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・延期になる可能性があります。各講座欄に掲載されている問合せ先へ直接ご確認をお願いします。

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・申 問 定員 内容

男性のための料理教室

植松 智子さん
（管理栄養士）

9/25、10/16、
11/20、12/18、
1/15、2/19（金）
10：00〜13：00
全6回

幸学習館
8/25
幸学習館
☎042（534）3076

15人

栄養バランスを踏まえた献立をみ
んなで考えて、楽しく交流します。
対 60歳以上の男性
費 材料代1,800円（全6回分）
企画・運営 栄町地区グッドネイバー
をすすめる会

世界の誰とでも仲良くな
る法〜異文化間交流のコ
ツ〜

金子 貴一さん
（秘境添乗員、フリーライ
ター）

9/26、10/10・17
（土）
13：30〜15：30
全3回

幸学習館
8/25
幸学習館
☎042（534）3076

20人

世界118ヵ国地域を訪問して、現
地の人々との交流を深めてきた講
師から、諸外国人と仲良くなるコ
ツを学びます。

初心者のための“秩父観音
巡礼”10倍楽しむ旅の話

ブンセイ 北上さん
（生涯学習市民リーダー）

9/26（土）
14：00〜16：00

女性総合
センター

8/25
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

20人

秩父三十四カ所の資料や写真を交
え、「行ってみたい！」を実感でき
る講座です。
費 受講料300円
企画・運営 生涯学習市民リーダーの会

子育て世代のライフプラン

講師未定
 （コレクティブパートナーズ）

9/26（土）
14：00〜16：00 高松学習館

8/25
高松図書館
☎042（527）0015

40人 子育て世代を対象に、乳幼児の段
階からのライフプランについて学
びます。

生演奏で楽しもう！
ジャズの魅力

国立音楽大学学生

9/27（日）
14：00〜16：00 錦学習館 問 錦図書館

☎042（525）7231 150人 ジャズの解説と名曲の演奏があり
ます。直接会場へ（先着順）。

家族のための非常時ごはん

中村 ひとみさん
（生涯学習市民リーダー、
立川市災害ボランティア
ネットメンバー）

9/29（火）
10：00〜13：00 西砂学習館

8/25
西砂学習館
☎042（531）0431

15人

災害時に普段から家にある食材を
使って栄養のあるおいしいご飯を
作る知恵や工夫を学びます。試食
あり。
費 受講料・材料代500円
企画・運営 生涯学習市民リーダーの会

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・申 問 定員 内容

ラフ&タフ体操教室
「カラダも気持ちも
スッキリ体

たいそう
爽！」

運動指導者

10月〜3月
原則月3回
①水曜日
9：30〜11：00
②木曜日
13：30〜15：00
各全18回

健康会館
7/27
健康推進課
☎042（527）3272

各20人

運動が苦手、体力の衰えを感じ
る、膝が痛い等で思うように運動
ができない方を対象に健康づく
り・運動のきっかけづくりをしま
す。血圧を測ってから看護師の見
守りの中、ストレッチやリズム体
操をします。
対 令和2年10月１日現在40歳〜
64歳で、これまでの参加が３回ま
での市民（初めての方優先）
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●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。 ：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

イスストレッチ

金城 祐也さん
（生涯学習市民リーダー、
スポーツトレーナー）

10/1（木）
14：00〜16：00 高松学習館

8/25
高松学習館
☎042（527）0014

30人

イスを活用して、運動に不安のあ
る方でも安心して全身をストレッ
チし、体を柔らかくする方法を学
びます。
費 受講料300円
企画・運営 生涯学習市民リーダーの会

女性のための再就職ス
タートアップコース

パーソルテンプスタッフ（株）

10/5（月）〜9（金）
10：00〜16：00

（9/9・18面接日）
全5回

女性総合
センター

8/17
申 しごとセンター多摩
☎042（329）4524
問 男女平等参画課
☎042（528）6801

25人 再就職のための心構えやビジネス
マナー、パソコン操作を学びます。
対 就職を考えている女性

はじめてのヨガ

伊藤 統子さん
（ヨガインストラクター）

10/8・15（木）
10：00〜11：30
全2回

健康会館
9/10
健康推進課
☎042（527）3632

20人

初心者を中心に、ゆっくりとヨガ
体操を学びます。健康ささえ隊の
方々と楽しくヨガを学んでみませ
んか？
対 市民（初めての方を優先）

生活習慣病予防教室・
8日間モリモリコース
「知らなきゃ損！
コレステロールと血圧の
ギモン解消術」

保健師、管理栄養士、
運動指導者、歯科衛生士

10/13・20・27、
11/10・24、
12/1・8、3/16（火）
午前中（内容により
時間が異なります）
全8回

健康会館
9/10
健康推進課
☎042（527）3272

20人

【たちかわ健康ポイント対象事業】
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 30〜64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

大人の食育講座
「塩を攻める！〜和風だ
し＆スパイスパワーでへ
るしおライフ〜」

山本 美智子さん
（料理研究家）

10/16（金）
10：00〜12：00
10/23（金）
10：00〜12：30
全2回

健康会館
9/10
健康推進課
☎042（527）3272

20人

（4か月
〜学齢前）

【たちかわ健康ポイント対象事業】
自身の健康が家族の健康へつなが
ります。減塩をテーマに、忙しい
中でも簡単に減塩料理を作る工夫
や、主食・主菜・副菜の揃った食
事の考え方、野菜の効果などを講
義と調理実習で学ぶ、食を通じた
健康づくりの講座です。
対 64歳以下の市民で、医師から
食事を制限されていない方
費 調理実習材料代600円

脳活〜楽しむ脳トレ

八覚 正大さん
（生涯学習市民リーダー）

10/20（火）
10：00〜12：00

女性総合
センター

9/10
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

20人

数字や図形を使って、脳を活性化
するトレーニングを無理なく楽し
く行います。
費 受講料300円
持 定規
企画・運営 生涯学習市民リーダーの会

やさしいヨガ教室
柴崎福祉会館

伊藤 統子さん
（生涯学習市民リーダー）

10/22・29、
11/5・12（木）
10：00〜12：00
全4回

柴崎福祉会館

9/25
福祉総務課
生きがいづくり係
☎042（523）4012

20人

心身をリラックスさせる効果があ
ると言われるヨガを気楽な気持ち
で学んでみませんか。
対 60歳以上の市民
持 動きやすい服装、飲み物、ヨ
ガマットまたはバスタオル、五本
指ソックスまたは短い靴下
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・延期になる可能性があります。各講座欄に掲載されている問合せ先へ直接ご確認をお願いします。

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・申 問 定員 内容

わかってほしい
オストメイト

平岡 敏子さん
（オストメイト相互支援団
体けやきの会代表）

10/29（木）
10：00〜11：30

市役所2階
208、209

会議室

9/25
高松学習館
☎042（527）0014

15人

オストメイトとは病気や事故など
が原因で、手術を受けておなかに
ストーマ（人工肛門・人工膀胱）を
つくった人のことです。知っても
らうことで、誰もがつらい思い
や、不自由な思いをすることなく
暮らせるようになることを目指し
ます。

ラジオ体操・みんなの体操
指導者講習会

押味 愛里沙さん
（元NHKテレビ体操アシス
タント）

10/31（土）
9：00〜12：00 柴崎市民体育館

9/25
健康推進課
☎042（527）3272

85人

【たちかわ健康ポイント対象事業】
全国ラジオ体操連盟公認の指導者
講習会です。受講後、ラジオ体操
指導員資格の申請ができます。

（認定料2,000円）
対 令和2年3月31日現在18歳以上
の市内在住・在勤・在学で、医師
から運動を制限されていない方

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・申 問 定員 内容

外
がい
国
こく
人
じん
のための日

に
本
ほん
語
ご
教
きょう
室
しつ

立
たち

川
かわ

国
こく

際
さい

友
ゆう

好
こう

協
きょう

会
かい

ボランティア講
こう

師
し

A=①木
もく

曜
よう

日
び

10：00〜11：30
A=②土

ど
曜
よう

日
び

19：00〜20：30 
B=土

ど
曜
よう

日
び

19：00〜20：30

A=
柴
しば

崎
さき

学
がく

習
しゅう

館
かん

B=
西
にし

砂
すな

学
がく

習
しゅう

館
かん

直
ちょく

接
せつ

会
かい

場
じょう

へ
市
し

民
みん

協
きょう

働
どう

課
か

多
た

文
ぶん

化
か

共
きょう

生
せい

係
がかり

☎042（523）2111
内
ない

線
せん

2632

A=
各
かく

50人
にん

（保
ほ

育
いく

あり）
B=

40人
にん

外
がい

国
こく

人
じん

の方
かた

が日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

に必
ひつ

要
よう

とす
る日

に
本
ほん

語
ご

を学
がく

習
しゅう

するための教
きょう

室
しつ

で
す。テキスト代

だい
実
じっ

費
ぴ

。
Let's join the Japanese con-
versation classes! It's free of 
charge（Except textbook）.

パパママ学級
歯科・栄養クラス

歯科衛生士、管理栄養士

①7/27（月）
②9/28（月）
13：30〜16：00
各1回

健康会館
受付随時
健康推進課
☎042（527）3234

各16組

妊産婦と乳幼児の歯科について、
また妊娠中の食生活や産後の栄養
に関する講義を行います。
対 妊婦（16週以降・初産）とその
パートナー
持 母子健康手帳、筆記用具

パパママ学級
講座クラス

助産師、保健師

①8/24（月）
②10/26（月）
13：30〜16：00
各1回

健康会館
受付随時
健康推進課
☎042（527）3234

各16組

お産の進み方や産後の生活と育児、
授乳・母乳のほか、子育てサービス
の紹介を行います。
対 妊婦（16週以降・初産）とその
パートナー
持 母子健康手帳、筆記用具

パパママ学級
沐浴・交流会クラス

助産師、保健師、
臨床心理士

①7/11(土)
②9/12(土)
9：30〜12：00
各1回

健康会館
受付随時
健康推進課
☎042（527）3234

各24組

赤ちゃんのお風呂の入れ方や産後
のメンタルヘルス、先輩パパママ
との交流会を行います。
対 妊婦(16週以降・初産)とその
パートナー
持 母子健康手帳、筆記用具

パパママ学級
沐浴・講座クラス

助産師、保健師、
臨床心理士

①7/11(土)
②9/12(土)
13：30〜16：00
各1回

健康会館
受付随時
健康推進課
☎042（527）3234

各24組

赤ちゃんのお風呂の入れ方や産後
のメンタルヘルス、産後の生活と
育児に関する講義を行います。
対 妊婦(16週以降・初産)とその
パートナー
持 母子健康手帳、筆記用具
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●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。 ：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

らくらくゴックン
(離乳食準備教室)

管理栄養士

①7/10（金）
②8/7（金）
③9/11（金）
④10/9（金）
10：00〜11：30
各1回

健康会館

広報掲載日〜
健康推進課
☎042（527）3234
または電子申請で申
し込み

各20組

スムーズに離乳食が始められるよ
うに、進め方・知っていると役立
つこと・気をつけるポイントなど
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・第1子優先)と
その保護者
費 材料代100円
持 母子健康手帳

カミカミ教室
(離乳食後期教室)

管理栄養士

①7/29（水）
②8/26（水）
③9/30（水）
④10/28（水）
10：00〜10：30
各1回

健康会館

直接会場へ
（先着順）
健康推進課
☎042（527）3234

各15組

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

キラキラ歯育て
〜1歳からはじめる親子
歯みがき教室

歯科衛生士

①7/21（火）
②8/18（火）
③9/15（火）
④10/20（火）
10：00〜11：30
各1回

健康会館

広報掲載日〜
健康推進課
☎042（527）3234
または電子申請で申
し込み

各15組

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（第1子に限
る）とその保護者
費 歯ブラシ代100円
持 母子健康手帳

青春学級
障害者対象講座

中村 一郎さんほか

原則として、
毎月第2・4日曜日
10：00〜15：00ほか
全21回（そのほか特別
コースが21回、夜間
相談が週1回）

柴崎学習館
ほか

受付随時
柴崎学習館
☎042（524）2773

なし

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

市民推進委員会　市民推進委員募集！
市民推進委員会とは

立川市が進める「たちかわ市民交流大学」の一翼を担い、市民の学びを推進するためにつくられたボランティア組織です。

活動内容
月2回程度会議に出席するほか、主に次のような活動を行います。

○市民ニーズに即した講座の企画・運営
○委員同士の交流や必要な研修に参加　など

応募条件
年齢・性別は問いません。

○市内に在住・在勤・在学しているか、市民の生涯学習のために活動できる
○市民推進委員会が実施する講座の企画・運営に参加していただける　など

応募方法
「募集パンフレット」（女性総合センター及び学習館で配架）にある申込書を市民推進委員会事務局へご持参いただく
か、FAX・郵送でご提出ください。折り返し事務局より連絡します。

「募集パンフレット」（女性総合センター及び学習館で配架）にある申込書を市民推進委員会事務局へご持参いただく「募集パンフレット」（女性総合センター及び学習館で配架）にある申込書を市民推進委員会事務局へご持参いただく
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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 泉市民体育館☎042（536）6711　 対 16歳以上

講座名 曜日 時間 定員 内容 備考

Night♪ZUMBA 月曜日 20：30〜21：30 15人 ラテン系の明るい音楽に合わせて楽しくエクササイズ 費 1回500円
持 室内用運動靴

コリオスパイラル
金曜日

13：30〜14：30 15人 音楽に合わせて楽しく全身を動かし、英国発祥のスト
レッチで心と身体をリフレッシュ 費 1回500円

ZUMBA♪GOLD 15：00〜16：00 20人 ラテン系の明るい音楽に合わせて楽しくエクササイズ 費 1回500円
持 室内用運動靴

レッツ♪ZUMBA 土曜日 11：15〜12：15 20人 ラテン系の明るい音楽に合わせて楽しくエクササイズ 費 1回500円
持 室内用運動靴

柴崎市民体育館の自由参加型教室
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、講師との調整が難しくなったため、今回の記事掲載は見送ることになりました。

東京女子体育大学　公開講座　　 共催 立川市教育委員会
場 東京女子体育大学（国立市）申 はがきかＦＡＸ、Ｅメールに講座名、住所、氏名（フリガナ）、年齢、学年、性別、電話番号を書いて、東京女子体育大

学地域交流センター［〒186-8668住所記入不要］FAX042（572）4317、Eメールchiiki@twcpe.ac.jpへ。
開催1か月前に定員を超えた場合は抽選、超えない場合は1週間前まで先着順に申込みをお受けします。 問 同大学地域交流センター☎042（572）4324

講座名 講師 日時 定員 内容

幼
児
講
座

絵本から広がる子育て 曾森 恵美 講師 9/19（土）
14：00〜15：30

30人
（15組）

おはなしを入り口に子どもと楽しく遊びませんか。そして
大人同士で子育ての情報交換もしましょう。
費 傷害保険料200円

小
学
生
講
座

カヌー 本田 宗洋 教授
永井 将史 講師

9/27（日）
10：00〜12：00 20人

初めてでも簡単に乗れるカヌーに挑戦しましょう。後半は
カヌーでポロゲームを行います。
対 小学生
費 傷害保険料200円

スケッチ教室 渡邊 洋 准教授 10/31（土）
13：00〜16：00 30人

果物や野菜をモチーフにしておいしいスケッチをします。
対 小学生
費 材料代・傷害保険料500円

中
学
・
高
校
生
講
座

チアリーディング 赤松 知奈美さん
（卒業生）

9/27（日）
13：00〜16：00 30人

“チア”は「元気づける、応援する」という意味です。東京女
子体育大学チアリーディング部と一緒に楽しくチアを体験
しましょう！
対 中学・高校生（女子）
費 傷害保険料200円

共
通
講
座

やさしいヨガ 清水 飛鳥さん
（卒業生）

9/12（土）
10：30〜12：00 30人

気持ちよく深呼吸するようにゆっくりと呼吸を深め、自分
と向き合う時間。呼吸とともに気持ちよく身体を伸ばした
り緩めながらリフレッシュしましょう。
対 中学生〜成人
費 傷害保険料200円

サポーター制度あります
市民推進委員として活動するのは難しい方への制度です。会議への出席は不要で、ある特定の講座のみ協力するなど
自由度が高く、柔軟にご活躍いただいております。

問合せ先
たちかわ市民交流大学市民推進委員会事務局（P20をご参照ください）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・延期になる可能性があります。各講座欄に掲載されている問合せ先へ直接ご確認をお願いします。
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令和２年度立川市シルバー大学	
9月開校。9/1時点で満60歳以上の市民対象。	

	 往復はがきで申し込み（送付先：〒190-0023柴崎町5-11-26柴崎福祉会館内）	
	 【申込期限：7/10（金）消印有効】　問シルバー大学　☎042（528）1246

講座名 場所 定員 日時 年間教材費
（目安）

英会話－柴崎（2年制）

柴崎福祉会館

28人 第１・３金曜日 10：00〜12：00 600円

立川の歴史と史跡探訪 28人 第１・３木曜日 13：30〜15：30 －

アイフォーン・パソコン 20人 第３水曜日 10：00〜12：00 －

篆刻 25人 第３木曜日 10：00〜12：00 4,000円

書道 30人 第３水曜日 13：30〜15：30 3,000円

水彩画 20人 第３木曜日 13：30〜15：30 3,000円

ボイストレーニング・
昭和歌謡－柴崎 35人 第１・３金曜日 10：00〜12：00 －

折り紙 30人 第３火曜日 13：30〜15：30 5,000円

健康吹矢 20人 第１・３水曜日 10：00〜12：00 12,000円

社交ダンス（2年制） 男女
各20人 第１〜4水曜日 13：30〜15：30 10,000円

英会話－幸（2年制）

幸福祉会館

20人 第2・4火曜日 13：30〜15：30 600円

陶芸（2年制） 15人 第2水曜日 9：30〜16：00 15,000円

カラオケ 40人 第１・2月曜日 13：30〜15：30 2,860円

トールペイント

曙福祉会館

20人 第１金曜日 13：30〜15：30 6,000円

きり絵 20人 第１火曜日 13：30〜15：30 2,500円

デジタルカメラ 20人 第4金曜日 13：30〜15：30 450円

絵手紙

一番福祉会館

20人 第2金曜日 13：30〜15：30 6,000円

ボイストレーニング・
昭和歌謡－一番 30人 第１・３火曜日 10：00〜12：00 －

ゲートボ－ル 砂川中央地区
ゲートボール場 20人 第１〜4火曜日 13：00〜16：00 2,200円

ターゲット・
バードゴルフ

砂川中央地区東
野球場 20人

第１・３火曜日 9〜10月及び4〜7月は
 9：00〜11：00
 11〜３月は10：00〜12：00

－

園芸 市内各所 28人 第2・4木曜日 13：30〜15：30 3,000円

◆詳細は「シルバー大学入学案内」パンフレットをご覧ください。
◆入学案内は6/10（水）から、各福祉会館、福祉総務課（市役所1階2番窓口）、生涯学習情報コーナー（女性総合センター1階）、各地域学習
館、窓口サービスセンター、各連絡所で配布します。
◆柴崎福祉会館は柴崎町5丁目（多摩川沿い。立川駅南口2番乗り場よりバス「福祉会館前」下車）です。
◆柴崎学習館、柴崎会館とお間違えのないようご注意ください。

新規！

新規！

新規！
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きらり★かわら版

はた織りまつり
8/23（日）10：00～15：00
本格的なはた織り体験等ができます。
費 体験内容による 場 問 歴史民俗資料館☎042（525）0860

看護師再就職相談フェア
8/28（金）13：00～16：00
市内の医療機関による、看護師向けの個別説明会です。直接会
場へ。保育あり。対 看護職の資格取得者
詳細は広報たちかわ7/25号をご覧ください。
場 女性総合センター 問 健康推進課☎042（527）3632

いきいきたちかわ出前講座！
出前講座は、市民の皆さんが行う自主的な学習会などに市職員
を派遣して、市の仕事について解説を行う制度です。市政運営
や子育て、教育、まちづくりなど、くらしに直結する情報を皆
さんの活動にお役立てください。
詳細は6/25から市役所、学習館などで配布する「いきいきたち
かわ出前講座申込みガイドブック」をご覧ください。市ホーム
ページからもご覧になれます。
申 各テーマの担当課へ。問 生涯学習推進センター
☎042（528）6872 立川市　出前講座 検索

アール・ブリュット立川～高松からの風
9/2（水）～9/15（火）9：00～21：00
＊9/14（月）は休館日
今回で4回目の開催となります。
アール・ブリュット作家の作品と地域の障害者の作品を数多く
展示。ロビーでの展示のほか、講座「わかってほしい精神障
害」、「ワークショップを楽しもう（仮称）」を予定。詳細はP7の
講座情報をご覧ください。
主催 生涯学習推進センター、高松学習館運営協議会、アー
ル・ブリュット立川実行委員会
場 問 高松学習館☎042（527）0014

国立音楽大学
◆夏のコンサート2020　真夏の午後、音楽で涼風を
8/20（木）13：00～14：30頃
インファンテ：アンダルシア舞曲、シューマン：3つのロマン
スより、ロッシーニ：歌劇「セビリアの理髪師」より　ほか
出演 国立音楽大学教員
費 一般500円（高校生以下無料・要学生証）
場 国立音楽大学（柏町５-５-１）講堂大ホール
問 国立音楽大学演奏芸術センター☎042（535）9535
詳細は大学公式ウェブサイトをご覧ください。ただし、ご入場
を制限させていただくことがあります。

P3からの講座情報以外の学習お役立ち情報を掲載します

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・延期になる可能性があります。詳細は、各情報の問合せ先へ直接ご確認をお願いします。

▶夏号の表紙は、立川の南口、残堀川沿いでの取材風景です。【きらり・たちかわ】の編集には、70

歳代から８歳までの、幅広い年代が関わっています。▶昔話の好きな８歳も同行しての今回の取

材。爽やかな風と、抜けるような青空の下、徒歩で伝説の跡地を探します。地元の皆さんのご協力

と、「生まれも育ちも立川」という編集部員の嗅覚（⁉）で、なんとか見つけ出すことができました。

▶都市化が進む立川ですが、今でも伝説の名残があることに驚きました。� （ようこ）

今
回
の
表
紙
は
？

＋
編
集
後
記

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。



START
西立川駅

GOAL
柴崎
体育館駅

400m400m
徒歩５分徒歩５分

550m550m
徒歩７分徒歩７分

60m60m
徒歩２分徒歩２分

1300m1300m
徒歩16分徒歩16分

1000m1000m
徒歩14分徒歩14分

800m800m
徒歩12分徒歩12分

250m250m
徒歩４分徒歩４分

むかしむかし、ケモノと共存していた時代。
いくつもの伝説が生まれ、語り継がれてきました。

その土地に生きた人は、どんな想いで
話をつないできたのでしょう。

好奇心いっぱいの子ども達を連れて、
伝説の地をたどってみませんか。

富士見町一丁目�
富士見町三丁目

富士塚と弁天池 
（でえだらぼう）

立川に、でえだらぼう※がやって来た
時のことです。三丁目の崖下で、下駄

の歯に土を持っていかれた際にできた池が
『弁天池』。足をふるって落とした土が、一丁
目にある『富士塚』といわれています。
※むかし、日本に住んでいたとされる大男。「だいだらぼっち」ともいう。

富士見町一丁目

きつねに 
化かされた話

柴崎町から昭島市まで、畑
と山林が続いていた頃で

す。富士塚に住んでいたきつねが、
よく人を化かしていました。三吉と
いう男が、川だと思って裸で渡って
いた所が、実はそば畑の中だった、
という話が残っています。

▲ 三丁目の『弁天池』を
上から見た写真。5～
6m幅の池には、チョ
ロチョロと湧き水がそ
そがれている。小高い
場所にあり、しかも草
木に覆われているた
め、簡単には見つから
ない。
▼一丁目の『富士塚』。
高さ約10mの頂上に、
浅間神社がまつられて
いる。むかしは、きつ
ねの穴がたくさんあっ
たそう。

16



START
西立川駅

GOAL
柴崎

体育館駅

富士見町三丁目

おおかみざか
おばあさんが狼におそわれ
たといわれる坂、通称『お

おさか』。「富士見町三丁目」バス
停から、南に下る坂です。今は雑
草が生い茂り、通り抜けはできま
せんが、以前は富士見町団地の住
人が、バス停を利用する時に使っ
ていました。

柴崎町一丁目

八幡さまの仏像
諏訪神社本殿の東側にまつ
られる『八幡さま』。そこに

ある弘法大師の作と伝わる黄金の仏
像は、何度行方不明になっても、必
ず戻ってくるといいます。人の力で
はない何かの導きによって、仏像が
見つかるというエピソードが、いく
つも残されています。

柴崎町四丁目

むじなのしかえし
普済寺の近くに住むお百姓
さんが、むじな※の子ども

達を捕まえたら、仕返しに自分の
子どもをさらわれたという話。立
川が柴崎村だった頃、多摩川の崖
の上に建つ普済寺は、村一番のお
寺でした。そして多摩川に沿って
続く崖には、むじながたくさん住
んでいたそうです。※主にアナグマのこと。

柴崎町六丁目

きつねのうどん
女の子がきつねに化かされ
て、みみずのうどんをごちそ

うになったという場所が、柴崎体育
館駅すぐの立川公園、別名がにがら
広場です。昔はたくさんの木が日差
しを遮り、昼間でも薄暗かったとい
います。

▲土の急坂なので、悪天候の日の通行は大変だったかも。

▲八幡神社は1252年、立川第一中学校の南側あたりに創建
された。その場所に「八幡神社跡」という石碑が残されている。

▲「ハケ」と呼ばれる立川崖線（がいせん）。今でも雑木林や
珍しい生き物が見られるのは、ボランティア団体が清掃や
保全活動などを行ってくれているから。

▲子ども達の声が響き渡る広場。側を流れる小川は奥の池
に繋がり、そこで様々な野鳥や魚を見つけることができる。 17
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錦町五丁目

きつねに 
おこられた話

『きつね塚』に住むきつね
を捕まえようとした近所の

若者達。すると、きつねの大将が化
けたと思われる、見たことのない大
男の侍に怒られたという話です。当
時は大きな塚があり、そこは多くの
きつねの住処になっていました。

▲柴崎村の下和田（現・錦町五丁目）は、ほとんどが住宅地
になり、きつね塚の名残はない。当時たくさんいたとい
う、きつねはどこへ行ったのだろう。（写真は錦公園内の
第六天神社）

▼

▼現在、ぢぶちばぶちの池は埋め
られている。祠は当時の場所から南
側に移動され、入居者の方が、今で
も大切に守り続けている。敷地内だ
が、いつでも気軽に立ち寄り、お参
りすることができる。

錦町六丁目

ぢぶちばぶち
至誠ホーム敷地内に『ぢぶ
ちばぶち』という池があり

ました。箱根ガ崎の狭
さやま

山ガ池と繋
がっており、狭山ガ池が濁ると、こ
この水も濁ったと伝えられていま
す。その池の水は、百日咳に効くと
いわれたそうです。お参りの時は、
池の側にある祠

ほこら

に、ごはんしゃもじ
をお供えしました。

錦町六丁目

おたか塚
至誠学園の裏門あたりに、
高さ２ｍ位の石積みの塚が

ありました。鷹狩りの時に使う物
見の塚とか、立川河原で合戦が
あった時、武士の首を埋めた首
塚、などといわれています。
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▲お稲荷さまの周りに、何本もの木が立ってい
る。この中の一本が、もしかして……。

▲ソフトクリームのような「狛
蛇」が鎮座する神社。池にかか
る橋の欄干に、何かがいる!?

錦町六丁目

とげぬきの薬
お稲荷さまの前にあった
吉
きちじょうじ

祥寺の木は、とげぬきの
妙薬といわれていました。それは
「大きなヘビが、竹の串に刺して
あった魚を丸ごと飲み込み込んだ
後、吉祥寺の木の皮をなめたら串が
とけた」という出来事に由来します。

羽衣町三丁目

矢川弁財天
立川市と国立市の境にある
『矢川弁財天』。箕

みのわ

輪城の鬼
門除けとしてまつられたと伝えられ
ています。しかし、いつの間にか荒
れ放題になりました。そして、たく
さんの蛇が住みつき、しかも手をつ
けると祟りがおきるので、誰も近寄
れません。そこで、立川にいた修行

僧が祈りを捧げた
ところ、弁天さま
と和合することが
でき、祟りがおき
なくなったといい
ます。

羽衣町一丁目

魔の踏切
教習所の北側に、JR中央線
の野沢踏切がありました。

見通しの良い踏切でしたが、むか
しからなぜか事故が多く、別名
『魔の踏切』と呼ばれていまし
た。現在は中央線が高架化された
ため、踏切はありません。踏切跡
の近くには、優しい顔のお地蔵さ
まが立っています。

古くから歌い継がれる『わらべうた』。長

年保育に携わり、より良い保育をめざす団体

「立川保育研究会」の代表　奥秋淑子さん

と、会員の浪川美知子さんが、わらべうたに

ついて、時折優しい響きで口ずさみながら、

その魅力をお話しくださいました。

「わらべうたは音楽教

育の一つですが、楽器も

難しい技術もいりませ

ん。音域はとても狭く、

リズムや動作を付けて歌

います。それが人から人へ歌い継がれてきま

した。小さな子には、ゆっくりとしたテンポ

のわらべうたを歌います。すると、歌う人の

顔をジッと見つめ返してきます。うたに合わ

せてゆったりと体に触れることで子どもは不

思議と落ち着き、大人も心が安らぎます。そ

して自然と、人の顔を見て話すことを覚えた

り、集中力が付いたりするのです。日々の

ちょっとした時間に楽しめますよ。」

では、大きな子にはどうなのでしょうか。

「年代ごとに楽しめるわらべうたがたくさん

あります。動きを伴う曲も多く、身体を動か

しながらリズム感や他人との距離の取り方を

自然と学べます。わらべうたあそびの醍醐味

はより多くの友達と共に遊ぶ楽しさを体験で

きることです。大人でも楽しめます。」とのお

答えが。そして、「ぜひ男性にもわらべうたで

遊んで育児に参加して欲

しいです。体を使ったも

のは簡単で、子どもが喜

びますよ。」とのこと。

立川保育研究会では、

一緒に学びたい人大歓迎ですとのことです。

� （ゆりちゃん）
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お二人のお気に入り

奥秋さん
【だるまさん（にらめっこ）】
「表情遊びはコミュニケー
ションの基本です」

浪川さん
【ねんねこせ（子守歌）】
「安心して心地よく眠れる
ようにゆったりと歌います」

男性におすすめ

膝に乗せて揺らした
り、足の甲に乗せて歩
いたりして遊びます。

◎じいじいば 
（いないいないばあ）

◎うまはとしとし
◎あしあしあひる



【編集･発行】
たちかわ市民交流大学市民推進委員会情報広報部
立川市教育委員会生涯学習推進センター
〒190-0012 立川市曙町2-36-2 １F
TEL：042（528）6872　FAX：042（528）6804

shougai-suishin@city.tachikawa.lg.jp
＊きらり・たちかわへのご意見・ご感想をお寄せください

講座ガイド

これから、更なる楽しい生活・有意義な
生活を送ろうとしているあなたに、

市民企画講座から、誕生したサークルを
紹介します。　byみかちょ第１回

2014年４月１日発足

たちかわ・財政を考える会
活動日時／学習会・定例会（どちらも月１回程度、土日の午後）
場　所／アイム、柴崎学習館など
会員数／20名（男性15名・女性５名）
会　費／年1,000円
代表者／増田正三郎
連絡先／加藤寛治　TEL 090-2175-0581 

メール：tatikawa.zaisei@jcom.zap.ne.jp

《誕生元の講座名》
【我がまち立川市の財政講座（10回）】（2013年３～11月）

講師：大和田一紘（財政デザイン研究所代表・元多摩住民自治研究所理事長）先生
《サークル誕生のきっかけ》

夕張市の財政破綻後、財政についての関心が高まり、市民
が自分たちのまちの財政を学ぼうとする動きが広がりまし
た。立川市でも財政講座をきっかけに財政について、探求
し、考えていこうとすることから「たちかわ・財政を考える
会」が提案され、21名でスタートしました。
《活動内容》

勉強会と編集会議などを重ね、2015年12月に「たちかわ市民
財政白書」第１弾を、その後、第２弾、「資料集」「ハンドブッ
ク」などを発行。また、2020年３月には、第３弾「市民からみ
たまちづくりと財政」を発行しました。「たちかわ市民財政白
書」などを用いた講座や学習会などを次のように実施しています。
①たちかわ市民交流大学「市民企画講座」を、2015年度か
ら毎年共催しています。立川市の財
政については、勿論のこと、少子高
齢化による社会保障や介護保険はど
うなるのかなど時代に即した講座で
す。②「たちかわ・市民財政学習
会」は、白書の各項の執筆者などが
講師になり、2016年度から毎年開催
し、計40回実施しています。③「お
出かけ学習会」は、立川市内の団体や
サークルの会合にお邪魔して、2016
年度から８回実施しています。
《メッセージ》

是非、皆さんと一緒に、立川市の地方自治や財政につい
て、楽しく語り合って、我がまち立川を住みやすいまちにし
ていきたいと思います。

2016年６月４日発足

混声合唱団　野ばら
活動日時／毎月３回、土曜日9：45～11：45
場　所／幸学習館、さかえ会館など
会員数／24名（男性７名・女性17名）
会　費／月2,000円
代表者：連絡先／高木忍　TEL 090-9018-7144

《誕生元の講座名》
【コーラス入門（３回）】（2016年４月）
講師：田ヶ谷修三（国立音楽大学声楽科卒）先生
《サークル誕生のきっかけ》

発声の基本を学ぶとともに、歌う楽しさやハーモニーの楽
しさを味わうことができました。「新しい合唱団を作って」
という声が受講者から挙がり、講師の田ヶ谷先生等のご尽力
により、講座で歌っていた「野ばら」の名前から、『混声合
唱団 野ばら』が誕生しました。
《活動内容》

ポピュラーな混声３部、４部合唱曲
（「流浪の民」や「世界は二人のため
に」等）の練習を行い「立川市民合唱
祭」や幸学習館の「かわせみ祭」、さ
かえ会館の「音楽祭」などにも出演し
ています。2018年３月には俳優の寺
泉憲さんをゲストにお迎えして、単独
のコンサートをチャボヒバホールで行
い、全員による混声合唱だけでなく、
有志による女声合唱、男声合唱、デュ
エット、ギター演奏などが披露されま
した。練習の合間には、50曲ほど収めた愛唱歌集を手に、簡単
な２部合唱曲も歌っており、自宅でも練習できるようにと、
パート別音源を入れたCDも発行しました。また、老人施設の
方々にも楽しんでもらいたいとの想いから、愛唱歌集とCDを
作って、国分寺市の「デイサービスセンターこもれび家族」
や、立川市の「介護老人保健施設わかば」「至誠キートスホー
ム」などを毎月訪問して、お年寄りに寄り添いながら一緒に歌
う活動もしています。このための歌集は、皆さんのリクエスト
を元に作っていまして、童謡・唱歌から昭和歌謡曲、演歌から
民謡までと幅広いジャンルで140曲以上に膨らんでいます。
《メッセージ》

『明るく、楽しく！』

▲きらり・たちかわ紹介
（市ホームページ内）
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