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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

P3-17...........講座のご案内

P18-19.........きらり★かわら版

P20...............市民企画講座から誕生した
サークルの紹介　第２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、講座が中止・延期等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に直接ご確認をお願いします。
講座当日はマスク着用、体調の良くない場合や不安がおありの方は参加をお控えください。
（ご自宅で検温をお願いします）
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中止・延期等となる可能性がありますので、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。マスク着用等にご協力ください。

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・申 問 定員 内容

ママビクス&
ベビーマッサージ

瀧 昌江さん
（育児アドバイザー）

10/1・8・22・29、
11/5・12（木）
①13：30〜14：30
②14：30〜15：30
①、②のいずれか
各全6回

若葉会館
9/10
幸学習館
☎042（534）3076

①、②
とも
各8組

赤ちゃんとのふれあいやママ向け
の体操で、リフレッシュ &仲間作
りをしましょう!
対 市内在住の2〜6か月児とその
保護者
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
企画・運営 幸学習館運営協議会

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（18歳以下は無料）
持 動きやすい服装、飲み物
企画・運営 生涯学習市民リーダーの会

生活習慣病予防教室・2
日間ムキムキコース「か
えってきた腹

ふくわり
割男子～今

度はしなやかな筋肉を
ゲット」

西村 武士さん
（トレーニング指導士）

10/1・15（木）
19：45〜21：00
全2回

泉市民体育館
8/11
健康推進課
☎042（527）3272

20人

【たちかわ健康ポイント対象事業】
健康づくりのミニ講座と、筋トレ
が学べる講座です。痩せすぎや、
ポッコリお腹など、気になるとこ
ろを筋トレで克服しましょう。
対 30〜64歳の男性市民で、医師
から運動を制限されていない方

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
（選考）

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
共催 市男女平等参画課

ファミリー・サポート・
センター
援助会員養成講習会

小野 良子さん
（臨床心理士）ほか

10/6（火）・9（金）・
13（火）・15（木）
10：00〜15：30

（9日のみ9：30から）
全4回

子ども未来
センター

8/11
ファミリー・サポー
ト・センター
☎042（528）6873

15人

（３歳〜
学齢前）

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

女性のためのReStart講座
「私らしい起業のはじめ方」

森林 育代さん
（（株）シーズプレイス代表
取締役社長）

10/8（木）
10：30〜12：30

TOKYO創業
ステーション
TAMA（GREEN
SPRINGS E2

3階）

9/10
申 （株）シーズプレイス
☎042（512）9958
問 男女平等参画課
☎042（528）6801

20人

起業に踏み出す前の女性、起業し
て間もない女性を対象に、得意や
想いをカタチにし、発信し、事業
として継続するモチベーションの
取得について学びます。また、交
流会を通して起業を目指す女性の
ネットワークづくりを行います。
対 女性

アンガーマネジメントを
学ぼう（初級編）

仁平 幸子さん
（一般社団法人 日本アン
ガーマネジメント協会認定
アンガーマネジメントファ
シリテーター）

10/10、11/14（土）
10：00〜12：00
全2回

錦学習館
9/10
錦学習館
☎042（527）6743

24人
アンガーマネジメントとは「怒り
と上手に向き合う」方法です。自
分や他人の怒りに振り回されず上
手にコントロールすることで、快
適な生活やより良い人生を目指し
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

市内文化財散歩
「玉川上水を歩く～玉川上
水の歴史をさぐろう！～」

小坂 克信さん（立川市文化
財保護審議会委員）

10/11（日）
8：45〜12：00

西武立川駅南
口集合、玉川
上水駅解散

9/10
歴史民俗資料館
☎042（525）0860

15人

玉川上水に沿った遊歩道や木立の
中を散策します。玉川上水やその
周辺の歴史に触れてみませんか。
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、カメラ、
帽子、飲み物

パソコン講座「Word入門」

大橋 正彦さん
（生涯学習市民リーダー）
ほか

10/13（火）・14（水）・
16（金）
10：00〜12：00
全3回

柴崎学習館
9/10
柴崎学習館
☎042（524）2773

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）

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）
9：30〜11：30（10/20
は9：30 〜 16：00か
ら指定する、30分間
の個別面談）
全8回

健康会館
9/10
健康推進課
☎042（527）3272

15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
運動を制限されていない方

地域共生社会の理想と現
実～障害者の将来の生活
設計と家族の準備～

綿 祐二さん
（日本福祉大学福祉経営学
部長教授、社会福祉法人睦
月会理事長）

10/16（金）
10：00〜11：45

女性総合
センター

9/1（予定）
教育支援課
☎042（523）2111
内線4030

90人
障害者の将来の生活設計と家族の
準備についてお話しいただきます。
対 市民を優先します

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・23（金）
10：00〜12：00
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】
子どもも一緒に家族で減塩をテー
マに、忙しい中でも簡単に減塩料
理を作る工夫・野菜の効果・バラ
ンスの良い食事などを学びます。
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 試食代300円

てんこうランド・ゆるま
る体操～心と身体をほん
わりほぐす　リラックス
＆ストレッチ体操～

天光 眞弓さん
（劇団青い鳥創立メンバー、
役者、ヨガインストラク
ター）

10/16（金）
13：30〜15：30

女性総合
センター

9/10
男女平等参画課
☎042（528）6801

20人

ダラダラ歩き、ビンボーゆすり、
大きなアクビなど誰もが無意識に
やっている動きを活用した、心も
身体もゆるやかになるリラックス
＆ストレッチ体操をします。
対 女性
持 動きやすい服装、上履き、飲み
物、ヨガマット（またはバスタオル）、
5本指ソックス、首に巻くタオル（フェ
イスタオル）
企画・運営 ジャランジャラン

高尾山から北アルプスま
で　初心者のための登山
セミナー

田上 千俊さん
（日本勤労者山岳連盟理事）
ほか

10/16・23・30、
11/6・13（金）
19：00〜21：00
全5回

柴崎学習館
9/25
柴崎学習館
☎042（524）2773

20人

基本的な知識と技術を学びます。
①山の歩き方　②持ち物と服装　
③山の地形と読図　④山の天気　
⑤事故対策と応急手当
対 20歳以上で医師から運動を制
限されていない方
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）
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中止・延期等となる可能性がありますので、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。マスク着用等にご協力ください。

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・申 問 定員 内容

生活習慣病予防教室・医
学 講 座「 そ う だ っ た の
か！ 3 ％減量の効果～
知っておきたいコレステ
ロールの謎？」

宮崎 滋さん
（結核予防会総合健診推進
センター所長）

10/17（土）
10：00〜12：00 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】
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

65周年・砂川闘争を学ぼう

島田 清作さん
（砂川を記録する会）、
青木 栄司さん

10/17（土）
13：00〜16：00

砂川学習館、
現地（見学）

9/10
砂川学習館
☎042（535）5959

15人

65年前に起こった砂川闘争につい
て学びます。「流血の記録 砂川」鑑
賞後、当時の状況を聞き、ゆかり
の地を歩きます。

おりがみ工作会「みんな
で作ろう！大きなスイ
ミー」

図書館職員

10/17（土）
14：00〜14：50 こぶし会館

9/25
幸図書館
☎042（536）8308

15人

おりがみで折ったさかなを模造紙
に貼り付け、絵本「スイミー /レ
オ・レオニ作」の場面をみんなで
再現します。作成物は館内に展示
します。
対 3歳〜小学生（未就学児は保護
者同伴）

古民家園体験学習
「さつま芋収穫体験」

豊泉 喜一さん、
金子 昭さん

（農業指導者）ほか

10/18（日）（予定）
10：00〜12：00

川越道緑地
古民家園
（幸町）

9/25
歴史民俗資料館
☎042（525）0860

10組

砂川で盛んであった農産物「さつ
ま芋」の収穫を通して、地域の産
業史を学びます。
対 小学生以上の市民2人1組

（小学生は保護者同伴）
費 材料代500円（1組）
持 汚れてもよい動きやすい服装、
軍手、帽子、飲み物、手拭タオル

ファーレ立川アート塾

北川 一成さん
（グラフィックデザイナー）、
北川 フラムさん

（アートプランナー）、
佐藤 浩二さん

（ファーレ立川アート管理
委員会委員長）、
清水 庄平 立川市長

10/18（日）
13：30〜15：00

女性総合
センター

問 ファーレ立川アー
ト管理委員会事務局

（市地域文化課内）
☎042（523）2111
内線4501

50人

ファーレ立川アートのロゴマーク
をデザインした北川一成さんと多
岐にわたる専門家との学習・交流
の会の特別編。ウィズコロナ時代
のファーレ立川アートの在り方に
ついてお話を伺います。
応募方法はメール、ハガキ、FAX
で。
詳細はファーレ立川アート管理委
員会HP（https://faretart.jp/）を
ご覧ください。

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、図形など、さまざまな脳活ト
レーニングを無理なく楽しく行い
ます。
費 受講料300円（18歳以下は無料）
持 定規（15cm程度）
企画・運営 生涯学習市民リーダーの会

今こそ書きたい
あなたのための文章講座
～思いを言葉で紡いでみ
ませんか～

蜂須賀 裕子さん
（フリーライター）

10/20、11/24、
12/15、1/19（火）
13：30〜15：30
全4回

女性総合
センター

9/25
男女平等参画課
☎042（528）6801

15人

女性に自己表現、発表する力をつ
けていただき、自分の作品を粗削
りなところから発表し、意見、ア
ドバイスをいただき、他者により
わかってもらえる文章を書き上
げ、その背景も発表し交流します。
対 女性
企画・運営 チームいま好き
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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

おとなの高校社会科
（第２回）～日本近現代史
をもう一度学び直します

吉池 俊子さん
（元高校教諭）

10/21・28、
11/11・25、
12/2・16（水）
14：00〜16：00
全6回

柴崎学習館
9/10
柴崎学習館
☎042（524）2773

35人
日本はなぜ15年もアジア太平洋地
域で戦うことになったのか？
戦争は今もつくられている？敗戦
から75年、戦争を知らない人がほ
とんどの今だからこそ。

暮らしの健康
気軽に家トレ

田野倉 明美さん
（健康運動指導士）

10/23（金）
10：00〜11：30 砂川学習館

9/10
砂川学習館
☎042（535）5959

15人

身体の声は心の声かも？椅子を
使った体操を中心に、自分の身体
と向き合ってみませんか。日頃意
識しにくい身体の隅々も、講師の
アドバイスを聞きながら丁寧に動
かします。
対 65歳以上で医師から運動を制
限されていない方
持 動きやすい服装と靴、フェイ
スタオル、飲み物

介護になっても
「私らしく」

高木 洋子さん

10/23（金）
13：00から受付
13：30〜16：00

女性総合
センター

9/25
男女平等参画課
☎042（528）6801

20人

50歳で脳梗塞を発症し、知人・友
人の協力を得て自分でリハビリを
積み重ねた体験者のお話を聴きま
す。聴くだけで終わらせず、参加
者同士で話し合います。
対 50歳以上の方
企画・運営 立川介護「しゃべり場」

気軽に学べる
認知症予防講座

北部西かみすな地域包括
支援センターの皆さん

10/24（土）
10：00〜11：30 西砂学習館

9/25
西砂学習館
☎042（531）0431

20人
認知症、若年性認知症についての
基礎知識と、予防法を学びます。

根川と多摩川の自然観察

池村 国弘さん
（緑花文化士）

10/25（日）
9：30〜12：00 多摩川沿い

10/10
歴史民俗資料館
☎042（525）0860

15人

根川緑道と多摩川の河原を散策し
ながら野生の草花などを観察しま
す。
対 小学生以上の市民（小学生は保
護者同伴）
持 雨具、飲み物、カメラ、ルー
ペ、帽子、歩きやすい服装で

次の一歩を踏み出したい
ママのための講座

川和 さと美さん
（夢かなマップインストラ
クター）、
篠崎 優美さん

（アートライフクリエイ
ター）、
佐藤 真理子さん

（保育士、幼稚園教諭）

10/27、11/17・24
（火）
10：00〜12：00
全3回

女性総合
センター

9/25
男女平等参画課
☎042（528）6801

10人

好きなことを活動・仕事にしたい
子育て中の女性のための3回連続
講座。夢マップ作り等を通じて、
自分の夢や目標を明確にしていき
ます。
対 女性
企画・運営 ママサプリ

「時の流れをはかる」歴史
（その２）－時計の問題を
中心に－

大森 映子さん
（多摩大学名誉教授）

①10/28、11/4（水）
②11/18（水）
14：00〜16：00
全3回

①子ども未来
センター

②たましん
RISURU
ホール

9/25
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

30人
時計の歴史を学び、さらに江戸時
代の政治社会との関連で時計がど
のように位置づけられてきたかを
たどります。
費 受講料1,500円
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中止・延期等となる可能性がありますので、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。マスク着用等にご協力ください。

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

中野 恭子さん
（皮ふ・排泄ケア認定看護
師、特定看護師）

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。

子どもに負けない筋力を
つけよう

角田 文子さん
（介護予防運動指導員）

10/30（金）
10：30〜12：00

女性総合
センター

9/25
生活安全課
消費生活センター係
☎042（528）6801

20人
子育て中の方に、無理なくできる
運動を教えます。
対 50歳くらいまでの方
持 動きやすい服装、タオル、飲
み物、筆記用具、メモ用紙

シングルマザーのサクッ
と時短で楽うまごはん

こいけ けいこさん
（料理研究家）

10/31（土）
10：30〜12：30 西砂学習館

9/25
西砂学習館
☎042（531）0431

8人

シングルマザーとプレシングルマ
ザーを対象にした講座です。時間
は節約でも美味しいレシピを紹介
します。お持ち帰りはありません。
対 シングルマザーとプレシング
ルマザー
費 材料代500円（子ども一人につ
き食事代別途200円）

間違いだらけの投信選び
～老後資金形成の要、
投資信託を科学する～

向藤原 寛さん
（ファイナンシャルプラン
ナー　CFP®）

10/31（土）
10：30〜12：00

女性総合
センター

9/25
男女平等参画課
☎042（528）6801

35人

間違った使い方をしていませんか？
老後に向けた資産づくりに投資信
託は欠かせない存在。NISAや、
iDeCoなどで節税するだけでな
く、投資対象の中心となる投資信
託でしっかり増やしましょう。
企画・運営 資産形成・承継研究会

季節のキムチづくり

金
キム

 純
スンジャ

子さん
（「コリアンクッキング純」
主宰）

10/31（土）
10：30〜13：00

女性総合
センター

9/25
男女平等参画課
☎042（528）6801

10人

身近な料理を通して多文化にふれ
あい互いに多様性を認めあえるよ
うな取り組み。在日コリアン2世
料理家の講師による季節の野菜を
使ったキムチ作りです。
費 未定
持 エプロン
企画・運営 女性同盟（ニョメン）

気になる老後資金・・・
その前に年金についても
知っておこう！

伊達 寿和さん
（ファイナンシャルプラン
ナー　CFP®）

10/31（土）
13：30〜15：00

女性総合
センター

9/25
男女平等参画課
☎042（528）6801

35人

長生きする時代となり老後のお金
の問題がますます重要になってい
ます。
これからの時代の老後家計の考え
方や老後資金の準備などについて
紹介します。さらに、老後の主な
収入となる老齢年金などの年金制
度についても紹介します。
企画・運営 資産形成・承継研究会

フードバンクを知ろう

大竹 正寛さん
（NPO法人セカンドハーベ
ストジャパン）、
澤井 眞彦さん

（フードバンク立川）

10/31（土）
14：00〜16：00 幸学習館

10/13
幸学習館
☎042（534）3076

15人

まだ食べられるのに、様々な理由
で廃棄せざるを得ない食べ物を、
必 要 な 施 設 や 人 に 届 け る 活 動

「フードバンク」について学びます。
【フードドライブ（食品寄贈）を同
時開催します】ご家庭などで余っ
ている食品をお持ち寄りくださ
い。（賞味期限が2か月以上ある未
開封で、生鮮食品以外のもの）
フードドライブの受付は10/31

（土）13：30〜16：00です。
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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

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
～ステージ別に適したア
ロマの薫りを添えて～

長曽我部 静枝さん
（ファイナンシャルプラン
ナー　CFP®）

10/31（土）
15：15〜16：45

女性総合
センター

9/25
男女平等参画課
☎042（528）6801

35人

誰もが経験するおひとりさまの老
後について生活面や金銭面、住ま
いや介護など、今から知っておき
たい実情や情報及び問題点を踏ま
えながら明るく元気な老後を迎え
られるよう準備を促します。また
アロマの薫りでリフレッシュしな
がら認知症予防についてもお伝え
します。
企画・運営 資産形成・承継研究会

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・申 問 定員 内容

地域体操クラブ

シンコースポーツ株式会社

11月から約3か月間
（週1回、同じ曜日）
各会場全12回

各会場により
異なります

9/25
高齢福祉課
☎042（523）2111
内線1471、1472

各会場
により
異なり
ます

地域の仲間と「たちかわ健康体
操」とラジオ体操を行い、自主グ
ループとして活動していくことを
目指します。
対 初めて参加する65歳以上の市
民で、会場まで自力で通える方
詳細は広報たちかわ9/25号をご
覧ください。

市内文化財散歩
「立川の古村を歩く」

白川 重敏さん（立川市文化
財保護審議会副会長）

11/1（日）
9：00〜13：00

ＪＲ立川駅南
口集合、歴史
民俗資料館

解散（約6㎞）

10/10
歴史民俗資料館
☎042（525）0860

15人

諏訪神社、普済寺、満願寺跡など
の由緒ある史跡を講師とともに散
策します。
対 都民（小学生以下は保護者同伴）
持 歩きやすい服装、雨具、カメラ、
帽子、飲み物

コロナ禍のお金～収入
減、教育費、ローン、相
続など～

太
た や

矢 香苗さん
（ファイナンシャルプラン
ナー）

11/5（木）
10：00〜12：00

女性総合
センター

10/12
生活安全課
消費生活センター係
☎042（528）6801

30人
新型コロナウイルスという災厄に
見舞われている中、お金の使い方
にも変化が表れてきています。上
手に使っていく方法をお話ししま
す。

手作りグッズで赤ちゃん
を迎えましょう

生活の知恵を学ぶ会の皆さん

11/6・20、12/4（金）
10：00〜12：00
全3回

錦学習館
10/10
錦学習館
☎042（527）6743

7人

手縫いで新生児が身に着ける小物
を作ります。それぞれの回で、語
らいの時間も設けます。
対 プレママ、またはその家族
費 材料代各回300〜1,000円
持 裁縫道具

自転車に乗れない小学生
のための自転車教室

サイクルスポーツセンター
の皆さん

11/7（土）
9：00〜16：00 立川競輪場

申込みは郵送のみ、
詳細は広報たちかわ
10/10号をご覧くだ
さい。
問 事業課
☎042（524）1121

20人

自転車の乗り方や安全な操縦方法
を学ぶ講座です。日本競輪選手会
東京支部の選手を交え、楽しく自
転車に乗ることを目指します。
対 市内・近隣に在住・在学で、
自転車に乗れない小学生
費 保険料50円

親子収穫体験

立川市農研会（農業後継者
組織）の皆さん

11/8（日）
①8：45〜
②9：45〜
③10：45〜
各1回（45分程度）

ファーマーズ
センター

みのーれ立川
北側広場

（砂川町）

9/25
産業観光課
☎042（523）2111
内線2650

各30組
（抽選）

ミニ白菜やミニ大根など6品目の
秋野菜の収穫を体験していただき
ます。作物は持ち帰れます。
詳細は広報たちかわ9/25号をご
覧ください。
対 市内在住の小学生と保護者
費 1組400円
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中止・延期等となる可能性がありますので、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。マスク着用等にご協力ください。

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・申 問 定員 内容

防災講座～コロナ禍と避
難所

矢野 和孝さん
（立川市災害ボランティア
ネット）

11/8（日）
10：00〜11：30 幸学習館

10/10
幸学習館
☎042（534）3076

40人
新型コロナウイルス禍の時期、避
難所等を使用する際の注意点など
を学びます。

夫婦別姓を考える

杉井 静子さん
（弁護士、評論家）

11/8（日）
14：00〜16：00 高松学習館

9/25
高松学習館
☎042（527）0014

20人
夫婦別姓の趣旨と課題について、
世界の状況を交えつつ多面的に学
びます。

新田砂川を訪ねて
～砂川・栄・若葉・幸・上砂・
一番・西砂・国分寺市西町～

森 信保さん
（シルバー大学専任講師）、
楢崎 茂彌さん

（多摩地域の戦時下資料
研究会）

11/13・20・27（金）
9：30〜12：00
全3回

砂川町、栄町、
若葉町、幸町、
上砂町、一番町、
西砂町、国分寺
市西町周辺

10/14
砂川学習館
☎042（535）5959

20人

砂川町・栄町・若葉町・幸町・上砂町・一番町・西砂町などを巡りながら、語り継いでいきたい
歴史などの説明を聞いて地域のことを知る講座です。いつも通る道は、昔は用水路だったのかも！
現地集合・現地解散、交通費等は別途自己負担となります。
対 撮影にご協力いただける方
持 歩きやすい服装、雨具、帽子、飲み物、カメラ

こころを傾けて聴こう
～傾聴のおはなし～

にしき傾聴クラブの皆さん

①11/13（金）・18（水）
13：30〜15：30
②1/13・20（水）
13：30〜15：30
各全2回

①柴崎学習館
②幸学習館

①10/13
柴崎学習館
☎042（524）2773
②12/10
幸学習館
☎042（534）3076

①20人
②15人

「傾聴」は、耳を傾け、じっくり聞くことでできる地域貢献です。
まだなじみのない言葉ですが、地域の一人暮らしの方や体力的、精神的に弱っている方の話
に耳を傾け、寄り添い、支えるための大事な手法のひとつです。
今回は、身近な家族についての取組や、ボランティアとして活動している方の体験談も伺い
ます。「傾聴を知りたい」「ボランティアをやってみたい」「地域貢献したい」と思っている
方、是非ご参加ください。

お一人さま女性の資産管
理セミナー「セカンドラ
イフを安心してより豊か
に過ごすために」

横田 健一さん
（㈱ウェルスペント代表取
締役、ファイナンシャルプ
ランナー）

11/14（土）
14：00〜16：00

女性総合
センター

10/12
男女平等参画課
☎042（528）6801

35人

お一人さま女性が人生100年時代
を安心してより豊かに生きていく
ために必要な“お金”の知識につい
て、専門家から学びます。
対 女性
企画・運営 ひとりの老後を応援する
団体・リリアンネット

古道を歩く途中、史跡に立ち寄ります

講師の森先生から熱心な説明があります

以前実施した「傾聴講座」の模様です

立川市民科

立川市民科
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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

ペットと飼い主のための
防災講座

福島 正人さん
（立川ペット防災チーム）

11/14（土）
14：00〜16：00

オンライン
講座

10/12
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

40人

オンライン会議ツール「ZOOM」
を用いたオンライン講座を行いま
す。自然災害に備えるための飼い
主どうしのネットワーク作りにつ
いて考えます。
当日までに「ZOOM」のテストを2
回ほど、予定しています。
申込フォーム（2次元コード）また
は電話で申し込み可

イライラしない子育て
～パパ・ママがつらいと
き、迷ったときの処方箋～

野口 勢津子さん
（心理学カウンセリング指
導者）

11/15（日）
13：30〜15：30

女性総合
センター

10/12
男女平等参画課
☎042（528）6801

30人

思い通りにならない子育て、どう
して「私だけがこんなつらい思い
をするの！？」と思っている方は
多いとおもいます。感情的になっ
たり、イライラしたりしないで子
どもと接する方法や叱るよりずっ
と効き目のある方法を講師の体験
を通して話していただきます。子
育てがラクになる方法を知って、
楽しんで子育てをしましょう。
企画・運営 立川シティクラブ

美味しい料理と素敵なヘ
アアレンジ（初級編）

山上 佳汰さん
（料理研究家、美容師）、
眞部 貴大さん　

（美容師）

11/16（月）
10：00〜12：00 幸学習館

10/13
幸学習館
☎042（534）3076

10人

おうち時間を有意義に！
前半は合わせだしの取り方、だし
を使ったお手軽料理を学びます。
後半は一人でできるミディアム〜
ロングヘア向けの簡単なヘアアレ
ンジを学びます。
費 受講料・材料代1,000円

立川市生活支援サポー
ター研修

訪問介護事業者ほか

11/17（火）〜19（木）
9：30〜13：00

（18日のみ12：30まで）
全3回

市役所2階
208・209

会議室

10/12
高齢福祉課
☎042（523）2111
内線1471

20人
（申込順）

介護福祉士などの資格を持ってい
なくても、高齢者の自宅の掃除、
洗濯、調理、買い物などの仕事に
従事する生活支援サポーターを養
成します。
対 3日間すべて受講可能で、受講
後、立川市生活支援サポーターと
して活動する意向のある18歳以上
の方（近隣市の方も歓迎）

ゲートキーパー養成講座
（中級）

久持 修さん
（臨床心理士）

11/19（木）
10：00〜11：30 健康会館

10/12
健康推進課
☎042（527）3272

20人

特定の相談を受けることが多い分
野の方を対象に、自殺のサインに
気づいた時にしっかり傾聴して必
要な支援につなげられるよう、事
例を通じて学びます。今年度は妊
産婦の方を支援する方が対象です。
対 市内在住・在学・在勤の方（ほか
にも条件があります。詳細は広報た
ちかわ10/10号をご確認ください）

パソコン講座「Wordで
年賀状を作ろう」

大橋 正彦さん
（生涯学習市民リーダー）
ほか

11/20（金）
10：00〜12：00 柴崎学習館

10/10
柴崎学習館
☎042（524）2773

10人
Wordで年賀状を作成してみませ
んか？
対 文字入力ができる方
費 受講料・資料代1,000円
持 パソコン（Word2010以降）

気分はゴスペルクワイア！
～クリスマスキャロルを
楽しみましょう

内田 一行さん
（生涯学習市民リーダー）

11/21、12/5（土）
10：00〜12：00
全2回

幸学習館
10/10
幸学習館
☎042（534）3076

20人 ゴスペルを皆さんで歌い、クリス
マスをより一層華やかに彩ります。
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中止・延期等となる可能性がありますので、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。マスク着用等にご協力ください。

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・申 問 定員 内容

十文字自彊術体操初心者
セミナー

山本 裕子さん、
佐々木 知嘉子さん

（十文字自彊術健悠会講師）

11/21（土）
13：00〜14：30 砂川学習館

10/13
砂川学習館
☎042（535）5959

20人

体力ＵＰと美姿勢の秘訣は自彊
術！説明から入りますので、初心
者の方も体力に自信のない方も楽
しく体験できます。
対 小学生以上
持 飲み物、ヨガマットかバスタ
オル、動きやすい服装
企画・運営 十文字自彊術野いちご

乙女たちの護身術

森山 奈央美さん
（NPO法人インパクト東京
代表）

11/21（土）
13：30〜15：30

女性総合
センター

10/26
男女平等参画課
☎042（528）6801

15人
誰でもできる護身術を学びつつ、
今の子どもたち・女性を取り巻く
社会の状況を本人・保護者たちに
お届けします。
対 女性
企画・運営 Body＆Soul

身体と向き合う体操講座

角田 文子さん

11/23（月・祝）
9：30から受付
10：00〜12：00

女性総合
センター

10/26
男女平等参画課
☎042（528）6801

13人

誰もが簡単にできますが、今回は
多様な身体の動きに合わせてまず
身体をリラックスさせるストレッ
チから開始し、心身が温かくなり
体操の面白さも感じられることを
重視して実施します。
対 50歳以上の方
持 動 き や す い 服 装、 上 履 き、
フェイスタオル、飲み物
企画・運営 立川介護「しゃべり場」

レッツフラ

マカナ・ラニ公代さん

11/25（水）
10：30〜11：45

子ども未来
センター

10/26
申 いれたち事務局
☎090（8340）9494
問 子ども家庭支援セ
ンター
☎042（528）6871

8組

赤ちゃんをおんぶしてフラダンス
を楽しみます。
対 首が据わっていてひとりで歩
く前の12か月くらいまでの子ども
と保護者

家事と家計の講習会

多摩友の会生活講習グルー
プの皆さん

11/26（木）
10：00〜12：00

女性総合
センター

10/26
生活安全課
消費生活センター係
☎042（528）6801

15人 新しい生活様式を迫られている
中、その変化にも対応できるよう
な家計簿のつけ方を勉強します。
持 筆記用具

ペアレントプログラム

稲場 彩美さん
（ペアレントプログラム
リーダー）

11/26、12/10・24、
1/7・21、2/4（木）
10：00〜12：00
全6回

砂川学習館
10/26
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 4〜10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

子育て中のパパとママの
ための健康教室

「家族はOne Team！
らく美

う ま
味・ちょいトレ術」

猪瀬 多巳江さん
（管理栄養士）、
小口 律子さん

（ヨガインストラクター）、
平井 民子さん

（運動指導者）

11/26、12/3・10
（木）
10：00〜12：00
全3回

健康会館
10/26
健康推進課
☎042（527）3272

15人

（4か月
〜学齢前）

【たちかわ健康ポイント対象事業】
パパやママが参加できる教室です。
自身や家族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、ヨガ・運動を行います。
対 小学生以下の子どもがいる市民
で、医師から運動を制限されていな
い方
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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

生活習慣病予防教室・2日
間サクサクコース

「その体重、STAYさせ
ない！」

保健師、管理栄養士、
運動指導者、歯科衛生士

11/27、12/11（金）
9：30〜11：30
全2回

子ども未来
センター

10/12
健康推進課
☎042（527）3272

20人

【たちかわ健康ポイント対象事業】
栄養・歯科の話や実際に体を動か
して2日間でサクサクっと健康に
ついて学べます。
対 30〜74歳の市民で、医師から
運動を制限されていない方

就活メイクアップ＆ビジ
ネスマナーセミナー

メイクセラピスト

11/27（金）
13：30〜16：30

女性総合
センター

10/29
申 マザーズハローワー
ク立川
☎042（529）7465

（平日9：00〜17：00）
問 男女平等参画課
☎042（528）6801

10人 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です。
共催 市男女平等参画課

養育家庭（ほっとファミ
リー）体験発表会

岡田 妙子さん
（NPO法人バディチーム代
表理事）

11/28（土）
10：00〜12：00

子ども未来
センター

10/26
子ども家庭支援センター
☎042（528）6871

20人
（申込順）

親と暮らすことのできない子ども
を養子縁組によらず一定期間育て
る養育家庭（里親）の体験談などを
聞くことができます。
対 養育家庭に興味のある方

休日にみんなで作ろう～
楽しいブランチを手作り
で～

飯田 み小枝さん
（フードコーディネーター）

11/28（土）
10：00〜12：00

女性総合
センター

10/26
男女平等参画課
☎042（528）6801

10人

ほんの少し手を加えることで栄養
的にも見た目も食欲をそそるブラ
ンチができる。協力することで、
また1人でもおいしいものが作れ
ることを伝えたい。おいしさは笑
顔です。
対 小学5年生以上（小学生は保護
者同伴）
費 材料代700円
企画・運営 チームいま好き

地域の再発見・地元を学ぼ
う！西砂の野仏を訪ねて

豊泉 喜一さん
（立川民俗の会会長）

11/28（土）
13：30〜16：00

西砂学習館
集合

10/27
西砂学習館
☎042（531）0431

25人 西砂町にある野仏や石造物を歩い
て見学し、説明を聞きます。

よい子主義でよい子が育
つ？

（保育園で育てる子ども
の本当のちからとは何か）

垣内 国光さん
（明星大学名誉教授、社会
福祉法人多摩福祉会理事
長）

11/29（日）
14：00〜16：00

女性総合
センター

10/26
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

20人 親や先生の目先の思い通りに子育
てをしがちな傾向を振り返り、自
発的に行動できる人間に育てるた
めの考え方や知恵を学びます。

【講演会】
錦図書館開館35周年記
念講演
最新恐竜学

真鍋 真さん
（国立科学博物館）

11/29（日）
14：00〜16：00 錦学習館

10/25
錦図書館
☎042（525）7231

40人 最新の恐竜研究の話題について日
本の第一人者に聞きます。
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中止・延期等となる可能性がありますので、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。マスク着用等にご協力ください。

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・申 問 定員 内容

再就職を目指す
女性のための職業訓練

（Word・Excel基礎科）

パソコンインストラクター

11/30（月）〜12/4（金）
10：00〜15：00
全5回

女性総合
センター

10/26〜11/6（必着）
にHPからダウンロー
ドした申込書を下記
へ郵送
〒163-8001
新宿区西新宿2-8-1
都庁第一本庁舎21階
東京都産業労働局能
力開発課
問 ☎03（5320）4807

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（Word・Excel）を学びます。
受講決定後、テキスト（2,200円）
を購入して持参。
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
をしている方
共催 市男女平等参画課

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・申 問 定員 内容

クラシック音楽
レクチャーコンサート

（第12回）

吉成 順さん
（国立音楽大学教授、
同大学副学長）ほか

12/6（日）
14：00〜16：00 幸学習館

10/27
幸学習館
☎042（534）3076

50人 クラシック音楽入門講座の仕上げと
して、生演奏に触れ、音楽の持って
いる力、楽しさを味わいます。
協力 国立音楽大学

報道写真が切り拓く現代史
－ある報道写真家の軌跡

中村 梧郎さん
（報道写真家）

12/6（日）
14：00〜16：00 高松学習館

10/27
高松学習館
☎042（527）0014

20人
ベトナムでの枯れ葉作戦の報道な
ど歴史を動かした報道写真の役割
を考えます。

ファミリー・サポート・
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）

12/8（火）
10：30〜12：00

女性総合
センター

11/10
ファミリー・サポー
ト・センター
☎042（528）6873

15人

（3歳〜
学齢前）

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

正方形パズルを楽しもう

岩間 美顕さん
（生涯学習市民リーダー）

12/12（土）
10：00〜12：00 柴崎学習館

11/10
柴崎学習館
☎042（524）2773

20人

自分で作ったパーツを正方形にし
きつめパズルを作ります。
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

【講演会】
写真家　吉村和敏
あなたの知らない

「世界で最も美しい村」

吉村 和敏さん
（写真家） 12/12（土）

13：00〜15：00
女性総合
センター

10/26
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

80人

1982年にフランスで始まった「最
も美しい村」登録活動。フラン
ス、イタリア、ベルギー、スペイ
ンの「最も美しい村」全踏破を成し
遂げた講師が、多くの日本人が知
らないヨーロッパの美しい景観を
紹介すると同時に、村での暮らし
の魅力や地方再生のヒントを語り
ます。
講演会当日は会場横のギャラリー
で講師の写真を鑑賞できます。
なお、12月1日から16日まで、立
川市中央図書館にて関連展示を実
施します。あわせてお楽しみくだ
さい。

30周年おめでとう
さいわい落語会

立川落語会

12/12（土）
13：30〜15：30 幸学習館

11/10
幸学習館
☎042（534）3076

50人
30周年にちなんだ話題を取り入れ
ながら、落語を楽しんでいただき
ます。



14

●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

体験学習
「もちつきと鏡餅作り」

立川民俗の会の皆さん

12/13（日）
10：00〜13：00 歴史民俗資料館

11/25
歴史民俗資料館
☎042（525）0860

20人

歳末の伝統行事である「餅つき」と
「鏡餅作り」を体験します。

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、手拭タオル

働きたい方のための
ビジネスマナー講習

坪田 まり子さん
（キャリアカウンセラー）

12/14（月）
10：30〜12：00

女性総合
センター

11/16
申 マ ザ ー ズ ハ ロ ー
ワーク立川
☎042（529）7465

（平日9：00〜17：00）
問 男女平等参画課
☎042（528）6801

20人

（6か月
〜学齢前）

ビジネスマナーや職場で役立つコ
ミュニケーションスキルについて
学びます。
共催 市男女平等参画課

正月飾りを作ってみよ
う！

大根田 和美さん
（生涯学習市民リーダー）

12/15（火）
10：00〜12：00 錦学習館

11/10
錦学習館
☎042（527）6743

15人

藁
わら

を使って正月飾りを作り、年中
行事であるお正月を楽しみます。
費 材料代500円
持 上履き、汚れてもいい服装で

ミニ門松を作ろう

大根田 和美さん
（生涯学習市民リーダー）

12/16（水）
10：00〜12：00 幸学習館

11/10
幸学習館
☎042（534）3076

15人

竹、松、梅を使って、自然に触れ
ながらミニ門松を作り、お正月を
華やかに彩ります。
費 材料代500円
持 剪定はさみ

即席めんアレンジ講座

こいけ けいこさん
（料理研究家）

12/19（土）
10：00〜12：00 西砂学習館

11/10
西砂学習館
☎042（531）0431

8人

即席めんを使い、子どもが自分で
できる、簡単で美味しく、栄養満
点の食事を作ります。
対 小学生〜中学生（小学1〜2年生
は保護者同伴）
費 材料代500円

ドキュメンタリー映画上
映＆トーク「トークバッ
ク～沈黙を破る女たち～」

坂上 香さん
（映画監督）

12/20（日）
13：30〜16：30

女性総合
センター

11/10
男女平等参画課
☎042（528）6801

45人

アマチュア劇団で、芝居を通して
自分に向き合い社会に挑戦する8
人の女性たちに光をあてた群像ド
キュメンタリー映画を鑑賞し、そ
の後、映画監督とのフリートーク
を行うことにより、女性のエンパ
ワーメントについて考えます。

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・申 問 定員 内容

四感で知る世界の諸文化
（完結編）

金子 貴一さん
（秘境添乗員、フリーライ
ター）

1/9・16・23（土）
13：30〜15：30
全3回

女性総合
センター

12/10
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

15人

昨年に続き、新たな地域の諸文化
を四感（触れる、嗅ぐ、見る、聞
く）を通して学びます。
費 教材費500円

体験学習
「繭玉飾りと七草粥作り」

立川民俗の会の皆さん

1/11（月・祝）
10：00〜13：00 歴史民俗資料館

12/10
歴史民俗資料館
☎042（525）0860

20人

小正月の伝統的な行事「繭玉飾
り」を体験します。
対 小学生以上の市民

（小学生は保護者同伴）
持 エプロン、バンダナ、手拭タオル
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中止・延期等となる可能性がありますので、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。マスク着用等にご協力ください。

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・申 問 定員 内容

工作講座（仮称）

大根田 和美さん
（生涯学習市民リーダー）

1/16（土）
午後（調整中） 幸学習館

12/10
幸学習館
☎042（534）3076

未定
内容は調整中です。
対 子ども（調整中）
費 材料代（実費予定）

ノーバディーズ・パー
フェクト子育て講座

「完璧な親なんていない!」

ノーバディーズ・パーフェ
クト・ファシリテーター

（市職員）

1/18・25、2/1・
8・15・22、3/1（月）
10：00〜12：00
全7回

子ども未来
センター

11/25
子ども家庭支援センター
☎042（528）6871

12人
（抽選）

カナダ生まれの親支援プログラム
を通して、母親同士が話し合いな
がら、自分に合った子育ての仕方
を学びます。
対 1〜3歳の子どもの母親

ファミリー・サポート・
センター
援助会員養成講習会

小野 良子さん
（臨床心理士）ほか

1/19（火）
9：45〜15：30、
1/20（水）
10：00〜15：30、
1/28（木）
9：30〜15：30、
1/29（金）
10：00〜16：00
全4回

子ども未来
センター

11/10
ファミリー・サポー
ト・センター
☎042（528）6873

15人

（３歳〜
学齢前）

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

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

①11/30（月）
②1/25（月）
13：30〜16：00
各1回

健康会館

受付随時
健康推進課
☎042（527）3234
または電子申請で申
し込み

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

①10/26（月）
②12/21（月）
13：30〜16：00
各1回

健康会館

受付随時
健康推進課
☎042（527）3234
または電子申請で申
し込み

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

①11/14(土)
②1/16(土)
9：30〜12：00
各1回

健康会館

受付随時
健康推進課
☎042（527）3234
または電子申請で申
し込み

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

①11/14(土)
②1/16(土)
13：30〜16：00
各1回

健康会館

受付随時
健康推進課
☎042（527）3234
または電子申請で申
し込み

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

①10/9(金)
②11/13（金）
③12/4（金）
④1/8（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

①10/28（水）
②11/25（水）
③1/27（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

①10/20（火）
②11/17（火）
③12/15（火）
④1/19（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

障がい者チャレンジス
ポーツ教室（ボッチャ）

立川市錦町体育会の皆さん

①10/15（木）
②11/19（木）
③12/17（木）
④1/21（木）
10：00〜11：30
各1回

泉市民体育館
各回の前日まで受付
泉市民体育館
☎042（536）6711

各10人

障がい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。いずれも事前申し込みが必要
です。

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
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

泉市民体育館の自由参加型教室
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、再開時期は未定となっております。
最新の情報はホームページをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせください。
ホームページ　https：//www.tama-spo.com/izumi/　☎042（536）6711 （営業時間　9：00〜23：00／第2・第4木曜休館）

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症拡大防止のため、再開時期は未定となっております。
最新の情報はホームページをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせください。
ホームページ　https：//www.shiba-tai.jp/　☎042（523）5770 （営業時間　9：00〜22：00／第1・第3月曜休館）

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 ☎042（572）4324

講座名 講師 日時 定員 内容

幼
児
講
座

楽しく体を動かそう 村石 理恵子 准教授 10/10（土）
10：00〜11：30 20組

子どもたちは、様々な遊びの体験を通して、多様な動きを
身につけていきます。立って、座って、回って、転がっ
て、走って、はねて…。気軽に楽しく、親子で体を動かし
てみましょう。
対 幼児と保護者
費 傷害保険料200円



中止・延期等となる可能性がありますので、問合せ先へ直接ご確認をお願いします。マスク着用等にご協力ください。
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講座名 講師 日時 定員 内容

幼
児
講
座

歌あそび
リズムあそび

柳田 憲一 教授
三好 優美子 准教授

10/18（日）
10：00〜11：30

30人
（15組）

ビアノに合わせて歌ったり踊ったり…みんなで楽しく音楽
遊びをしましょう！
対 幼児（2歳以上）と保護者（子どものみも可）
費 傷害保険料200円

小
学
生
講
座

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

たのしい理科教室 折本 周二 准教授 11/14（土）
13：00〜15：00 20人

食べ物には、様々な色のものがあります。これらの色は、
食べ物に含まれる「色素」によって決まります。紫キャベツ
には「アントシアニン」という色素があります。この色素を
取り出し、身近にあるいろいろな液体を混ぜ、色の変化を
調べましょう。
対 小学生（3年生以上） 
費 材料代・傷害保険料500円

中
学
・
高
校
生
講
座

バレーボール 今丸 好一郎 教授 12/19（土）
13：00〜16：00 50人

東京女子体育大学バレーボール部員とプレーをし、個人技
能およびチーム力向上を目指します。
対 高校生（女子）
費 傷害保険料200円

ソフトボール 佐藤 理恵 准教授 12/20（日）
10：00〜12：00 50人

東京女子体育大学ソフトボール部のプレーを見ながら、基
本技術を向上させましょう。
対 中学・高校生（女子）
費 傷害保険料200円

成
人
講
座

脳トレムーヴメント 長谷川 しのぶ さん
（卒業生）

10/3（土）
13：00〜15：00 30人

様々な運動の組み合わせを楽しんで脳を活性化！
リズムに合わせて脳トレステップ！
対 成人
費 傷害保険料200円

太りにくい身体、
太りにくい食事 筒井 孝子 教授 10/10（土）

13：00〜14：30 50人

老若男女問わず、体脂肪率を気にする方は増えています。
太りにくい身体を手に入れられたら、どんなに嬉しいこと
でしょう。今太っている方も、太りたくない方も、太りに
くい身体・食事のポイントについて学びませんか。
対 成人
費 傷害保険料100円

おとなのラジオ体操 秋山 エリカ 教授 11/7（土）
14：00〜16：00 35人

ラジオ体操第一で美ボディーを作りましょう。
対 成人
費 傷害保険料200円

共
通
講
座

水に慣れる 酒井 紳 講師 10/4（日）
10：00〜12：00 20人

水を怖がっている人、水に慣れることができます。浮かな
いから泳げないと思っている人、それは間違いです。誰で
も歩けるように誰でも泳げるようになります。
対 小学生から成人まで
費 傷害保険料200円

やさしいヨガ 清水 飛鳥 さん
（卒業生）

10/11（日）
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 中学生から成人まで
費 傷害保険料200円

カヌー 本田 宗洋 教授
永井 将史 講師

10/25（日）
10：00〜12：00 20人

誰でも簡単に乗れるカヌーで基本的な操作法を身につけ、
カヌーポロゲームを楽しみましょう。
対 中学生から成人まで
費 傷害保険料200円
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「立川市民科」ブックレットを発行
10月発行予定「古道を歩く～羽衣・錦・柴崎・富士見界隈～」

「立川市民科」講座で、幻のみのわ城、市内の古墳等々を歩いた
ときの資料です。冊子＆映像DVDは各図書館で貸出いたしま
す。冊子のみは各学習館等で配布予定です（先着順）。
詳細は広報たちかわ9/25号をご覧ください。
問 高松学習館☎042（527）0014

第14回 たちかわ市民講師フェア
11/9（月）～15（日）9：00～17：00

（9日は13：00から、15日は15：00まで）
市民講師として市に登録している、さまざまな分野で専門的な
知識や技能を持つ生涯学習市民リーダーの方たちのアートフェ
スタを開催します。
なお、P3・5・13に「企画・運営 生涯学習市民リーダーの会」と掲
載されている講座は、市民リーダーが講師を務めていますの
で、あわせてご覧ください。
場 女性総合センター 問 生涯学習推進センター
☎042（528）6872

平和人権ロードショー「阿賀に生きる」
11/12（木）13：30～15：30
水俣病の発生した阿賀野川流域で暮らす老夫婦のドキュメンタ
リー映画を上映します。
定 20人
場 問 申 砂川学習館☎042（535）5959　10/13〜

ファミリーコンサート～0歳からの楽しい音楽会
11/14（土）11：00～11：45（0歳～小学校低学年）
11/14（土）13：30～14：15（大人向け）
歌とピアノのコンサートです。赤ちゃんが
泣くこともあります。ご理解のうえ、お申
し込みください。
出演  品田 広希さん（バリトン）ほか
定 各30人 場 申 問 高松学習館
☎042（527）0014　10/27〜

0歳からのおんがく会「チリンとドロンのコンサート」
11/14（土）11：00～11：50（開場は10：40）
歌とコントラバスのわらべ歌や遊び歌。
やさしくて楽しいひとときをお子さんと
一緒に過ごしましょう。　
対 子どもとその保護者
定 40人 場 申 問 柴崎学習館
☎042（524）2773　10/27〜

ミニコンサート「それぞれの輝き」
11/15（日）16：00～17：30
市内在住の在日コリアンアーティストによるミニコンサートです。
定 90人 保 要事前申込 場 女性総合センター
申 問 男女平等参画課☎042（528）6801　10/12〜

砂川子ども観劇会
12/5（土）14：00～15：00
人形劇「おむすびころりん」
山でおむすびを落としたおじいさん。
ころころ転がる先には何が待ってい
るのでしょう、、、
出演 人形劇団オフィスやまいも
対 3歳〜小学6年生

（小学3年生以下は保護者同伴）
定 20人 場 申 問 砂川学習館
☎042（535）5959　10/27〜

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・延期等と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。

きらり★かわら版
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第１弾

第２弾

第３弾

今回の表紙は
立川市キャラクター「くるりん」がデザイン
されたマンホール蓋です。現在デザインは3種類
あり、それぞれ、カラー、黒（色）などがありま
す。今回のマンホール蓋は信濃大町アルプスプ
ラザ前（柴崎町3－14－3）に設置されています。
信濃大町アルプスプラザは、立川市と立川市
の姉妹都市である大町市の観光情報発信や、土
産物の販売、大町市の食材を使った総菜の販売
など、人気スポットとなっています。マンホー
ル蓋を見に行ったついでに覗いてみてはいかが
でしょうか。� 写真・文　ゆりちゃん

「くるりん」がデザインされた
マンホール蓋は３種類

『マンホールカード』

立川市子ども未来センター

２階総合受付で配布中

編集後記
新型コロナウイルスの感染が怖い！
前号は、三密に注意を払いながらの取材でした。今号は、パソコンや携帯電話を利用する
などいわゆるリモートによる取材、編集会議を行い、「講座から誕生したサークル」につい
ては、２回目を掲載することが出来ました。しかし、毎号掲載しています「特集記事」につ
いては、取材対象となる方などの健康を考慮することから、お休みを頂くことにいたしまし
た。寂しくもあり残念に思いますが、皆さまのご理解の程、よろしくお願いいたします。
一日も早い新型コロナウイルスの終息を望んでいます。
「コロナは、クルナ！」ですね。

ｂｙみかちょ

錦ファミリーシアター「ブラック・クランズマン」
12/6（日）13：30～16：00
1970年代の実話を基にした映画を鑑賞し、
現在もなお繰り返される黒人差別や格差につ
いて考えます。
定 50人 場 申 問 錦学習館
☎042（527）6743　11/10〜

クリスマスコンサート
12/13（日）14：00～15：30
サックス、マリンバ、ピアノの演奏があります。
定 30人 保 要事前申込
場 申 問 西砂学習館☎042（531）0431　11/10〜

かわせみカフェ
12/13（日）13：00～15：00
地域の方に来館していただき、昔遊びやクリスマスの企画を楽
しんでいただきます。
場 問 幸学習館☎042（534）3076

ロバの音楽座「オンガッカイ」
1/30（土）14：00～15：00
古楽器や空想楽器で、赤ちゃんから高齢者まで楽しめる音楽会
です。
定 50人 場 申 問 幸学習館☎042（534）3076　12/25〜

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。

(C) 2018 Focus Features LLC. All Rights Reserved.
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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２回

2009年６月23日発足

さわやか文章教室
活動日時／毎月第４火曜日13：30～16：30
場　所／高松学習館
会員数／８名（男性２名・女性６名）
入会金／500円、会　費／月２,000円
講　師／片野勧（ジャーナリスト・日本ペンクラブ）先生
連絡先／大貫淑子 TEL 090-6030-9509

《誕生元の講座名》
【錦織文良のさわやか文章教室（６回）】
2009年４月14日～６月23日
講師：錦織文良（清泉女子大学講師・元朝日新聞記者）先生
《サークル誕生のきっかけ》
講座終了後のお別れ会を十数人で、高松学習館向かいの喫
茶店で行い、その席で「語り合いながら書く」という幅広い
会にしたいという声が上がり、代表者を決め「さわやか文章
教室」が誕生しました。
《活動内容》
400字詰め原稿用紙で３～４枚程度のエッセイを皆さんが
書き、それを次回の文章教室までに添削し、書評を書いて､
お返しするというシステムを採っています。エッセイの
「テーマ」は、事前に決めたものではなく､ 当日、先生に決
めていただくものです。１～２つのテーマが提示され、それ
ぞれの参考となる資料が配られ、説明される。その中から各
人がテーマを選び、30分程度資料を読んでから２時間で書
き上げる。まさに､ 文章修行ですね。

《メッセージ》
日頃思っていることを伸びのびと自在に書いてみません
か。

2012年３月25日発足

丘陵の会
活動日時／毎月第３日曜日（概ね）８：00～15：00
場　所／多摩地域の丘陵
会員数／20名（男性５名・女性15名）
会　費／年2,500円
代表者・連絡先／石井潔　TEL090-7187-9866

《誕生元の講座名》
【国際森林年を考える「多摩の丘陵散策」丘陵の歴史・森林植物観察（６回）】
2011年10月２日～2012年３月25日
講師：冨田広（多摩市立東愛宕中学校長）先生
《サークル誕生のきっかけ》
最後の観察後の懇親会（八王子のカフェ）において、多摩

地域には植物観察の場所が多くあり、有志で続けていこうと
いう意見が多く出されました。講座企画者の発案で冨田先生
も時々講師として招くことや高尾山に登れる程度の体力を有
する人を中心に話し合われた結果、多摩地域の丘陵を歩き山
野草の観察を行う会がスタートしました。五日市の丘陵や林
道に詳しい石井さんに世話人（代表）をお願いすることにな
りました。
《活動内容》
多摩地域の駅（武蔵五日市、高尾、青梅、御嶽、奥多摩、

多摩センターなど）に集合し､ バスや歩きで丘陵に行き､ 植
物観察、巨木観察、滝めぐり、街路樹観察などをしながら散
策していきます。時には､ 足を伸ばし､ 鎌倉や秩父、都心の
まち歩きなども行っています。また、「ニッセイ高尾の森」
のボランティア（植物名プレートの設置など）や冨田先生の
観察会に参加することもあります。

《メッセージ》
コロナの影響がなければ、９月に100回を迎えることにな

ります。

▲きらり・たちかわ紹介
（市ホームページ内）
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高松学習館文化祭作品展（書かれたエッセイをバックに）文集の発行

昭和記念公園にて（50回記念）


