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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...............いきいきたちかわ出前講座

P16-17.........きらり★かわら版

P18-19......... チャレンジショップって？

P20...............こちら.きらり★編集部

「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

たちかわの田んぼとお米
について学ぼう！

がにがら田んぼネットの
皆さん

①1/7（木）
9：30〜11：30
②2/7（日）
10：00〜12：00
③3/14（日）
10：00〜12：00
各1回

①第六天神社
（ 集 合 場 所 は
立川公園・ガ
ニガラ田んぼ）
②西砂学習館
③高松学習館

12/10
高松学習館
☎042（527）0014

①12人
②15人
③10人

立川現存唯一の田んぼとお米につ
いてお話を聞きます。①は七草粥
について学びます。各回、自宅で
試食用の精米1kgを持ち帰り。
対 小学生

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」

立川民俗の会の皆さん

1/11（月・祝）
10：00〜12：00 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

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

1/13・20（水）
13：30〜15：30
全2回

幸学習館
12/10
幸学習館
☎042（534）3076

15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。初心者の方、大歓迎です。

炭づくりから里山を考え
る～体験　炭の脱臭剤、
せっけんづくり～

甲野 毅さん
（大妻女子大学准教授）

1/16（土）
9：30〜12：00

女性総合
センター

12/10
環境対策課
☎042（523）2111
内線2244

12人
講義と炭の脱臭剤、せっけんづく
りを行い、里山の現状や保全につ
いて学びます。

親子で作って、遊ぼう！
竹とんぼとことりぶえ

大根田 和美さん
（生涯学習市民リーダー）

1/16（土）
13：30〜15：00 幸学習館

12/10
幸学習館
☎042（534）3076

15組
工作教室
対 小学生とその保護者
費 材料代300円

今年11月に柴崎学習館で実施したと
きの模様です

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

西砂川での災害を考える
（第5弾）コロナ禍での避
難所の運営について

市防災課職員

1/17（日）
10：00〜12：00 西砂学習館

12/10
西砂学習館
☎042（531）0431

25人

・新型コロナウイルスが蔓延する
中で、避難所での感染防止対策
・一番町・西砂エリアにおいて、
市が想定している災害発生状況と
対策
・避難所に避難する時の注意点及
び持ち物について

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

12/10
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）
10：00〜15：30、
1/29（金）
9：30〜16：30
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

毎日の洗濯とダウンジャ
ケットの中間手入れ

多摩友の会生活講習グルー
プの皆さん

1/20（水）
10：00〜12：00

女性総合
センター

12/10
生活安全課
消費生活センター係
☎042（528）6801

10人
気持ちよく着るための洗たくのコ
ツと手入れについて学びます。

シリーズ発達障がい
「ママの立場で」

小澤 五穂子さん
（発達を考える会このはな）

1/23（土）
10：00〜12：00 柴崎学習館

12/25
柴崎学習館
☎042（524）2773
E  shibasakigakusy
ukan＠city.tachika
wa.lg.jp（返信後確定）

12人

発達に凸凹がある子の子育てにつ
いて考えるシリーズ。
ママとして、また支援者としても
活動している小澤さんにお話を聞
きます。
何かヒントになることが見つかる
かもしれません。

わらぼっちの一輪挿しを
作りましょう！

高橋 由蔵さん
（環境省環境カウンセラー）

1/23（土）
13：30〜15：30 錦学習館

12/15
錦学習館
☎042（527）6743

10人 ガニガラ田んぼで取れた藁を使っ
て、一輪挿しを作ります。
費 材料代100円

源氏語り
「光源氏邸の新春」（初音
巻）

友家 しづさん
（しづの源氏語りの会）

1/24（日）　
14：00〜15：30 若葉会館

12/10
若葉図書館
☎042（535）8841

30人

平安時代の衣装を身にまとった講
師が、スライドを使い解説を加え
ながら、源氏物語の名場面を原文
で朗読します。

災害から命・健康・財産
を守るために　知ってお
こう！女性の視点が生き
る防災対策

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）

1/25（月）
13：30〜15：30

女性総合
センター

12/10
男女平等参画課
☎042（528）6801

30人

災害から私たちのくらしを守るた
めに、これだけは知っておきたい
基本の備えと災害時の対応に関す
る知識を身につけるための講座で
す。コロナ禍での＋αの準備も学
びます。
協力 立川市災害ボランティアネット
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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

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

１/25（月）〜29（金）
13：15〜16：45
全5回

女性総合
センター

1/5・6限定
申 マ ザ ー ズ ハ ロ ー
ワーク立川（曙町2-7-
16 鈴春ビル5階）
☎042（529）7465

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

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、マザーズ
ハローワーク立川

立川市・三井住友海上保険
包括連携協定事業

「脳卒中セミナー
～ “突然”に備えるために」

古賀 理恵さん
（三井住友海上あいおい生
命保険株式会社ライフコン
サルタント）

1/27（水）
10：00〜11：30

女性総合
センター

12/25
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

20人

介護が必要となった原因の第2位
と言われる脳卒中について、症状
や備えのポイントなどを学びま
す。希望者は血管年齢の測定もで
きます。
企画・運営 三井住友海上保険（株）

西洋美術史
～魅惑のバロックシリー
ズ（２）～

斎藤 陽一さん
(美術ジャーナリスト)

1/29、2/19・26、
3/5・12（金）
14：00〜16：00
全5回

たましん
RISURU
ホール

12/25
生涯学習推進センター
☎042(528)6872

40人
バロックシリーズの2回目とし
て、ベラスケス、ベルニーニ、
プッサン、ラ・トゥール、ヴァ
トーを鑑賞しながら学びます。
費 受講料2,500円

立川市青少年健全育成研
究大会

「薬物乱用防止について」

島野 清さん

1/30（土）
14：00〜16：00

たましん
RISURU
ホール

直接会場へ
問 子ども育成課
☎042（523）2111
内線1305

99人

低年齢化が進んでいる薬物乱用の
実態など
対 青少年健全育成関係団体、小・
中学校教員、PTA、民生・児童委
員、保護司等

わかる気がする野鳥の気
持ち・わかってほしい野
鳥の現実

森下 英美子さん
（文京学院大学まちづくり
研究センター研究員）

1/31(日)
10：00〜12：00

女性総合
センター

12/25
環境対策課
☎042（523）2111
内線2244

20人

野鳥の生態・習性について、わか
りやすくお伝えします。海岸の砂
に含まれるプラスチックが水鳥を
苦しめている現実についても考え
ます。

プログラミングで遊ぼう

図書館職員

1/31（日）
14：00〜15：30 西砂学習館

12/25
西砂図書館
☎042（531）0432

5人
簡単なプログラムを組んでロボッ
トを動かすワークショップです。
保護者の同伴可。

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・申問 定員 内容

【講演会】
市史編さん関連講演会

「暮らしのなかの祭りと
いのり」―『資料編　柴
崎の民俗』から

榎本 直樹さん
（日本民俗学会会員）、
伊藤 純さん

（川村学園女子大学講師）

2月中に配信開始予定

立川市動画
チャンネル

（WEB配信を
予定）

地域文化課
☎042（523）2111
内線4044

―

立川市史編さん事業の成果につい
て、民俗・地誌部会を担当する編
集委員・特定部会委員からお話を
聞きます。
今年度の講演会は新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため、立川
市動画チャンネル（http://www.
youtube.com/user/TokyoTach
ikawa）での配信を予定しており
ます。詳細が決まり次第立川市
WEBサイト等で告知致します。
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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
気分は昭和の演歌スター
～歌うための発声と呼吸～

内田 一行さん
（生涯学習市民
リーダー、
声楽家）

2/1（月）
14：00〜16：00 錦学習館

1/12
錦学習館
☎042（527）6743

40人

発声や呼吸を練習した後、ピアノ
の伴奏に合わせて演歌を歌う際の
ポイントや上達のコツを学びます。
費 受講料・著作権料400円
企画・運営 生涯学習市民リーダーの会

令和２年度
立川市ワーク・ライフ・バランス
推進事業所認定式
＆ミニセミナー

セントワークス㈱

2/3（水）
13：00〜15：15

女性総合
センター

12/25
男女平等参画課
☎042（528）6801

40人
ワーク・ライフ・バランス推進に
取り組んでいる市内３事業者の認
定式と取組事例発表、ミニセミ
ナー「企業の成長に繋げるテレ
ワークのヒント」を行います。

学校支援ボランティア
入門講座・登録説明会

高橋 美季さん
（ボランティア・市民活動
センターたちかわ）ほか

2/4（木）
14：00〜16：30

女性総合
センター

1/12
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

30人

学校を中心に子どもたちの「学
び」のお手伝いをする学校支援ボ
ランティアの登録説明会と、ボラ
ンティアを始める際の心構えや学
校教育の現状について学びます。
対 原則として18歳以上の市民
で、学校支援ボランティアに興味
がある方

話し方講座

向坂 真弓さん
（フリーアナウンサー）

2/5（金）
14：00〜16：00

女性総合
センター

12/25
男女平等参画課
☎042（528）6801

20人 フリーアナウンサーの指導で、声
と言葉を磨いて、伝える力を伸ば
します。
対 女性

風間杜夫落語独演会＆
アフタートーク

風間 杜夫さん

2/5（金）
19：00〜20：30 西砂学習館

12/10〜12/20往復
はがきのみ（当日消印
有効）
問 西砂学習館
☎042（531）0431

25人
落語を２席の後、風間杜夫さんと
対話（質問コーナー）があります。
対 市民
持 当選はがき
詳細は広報たちかわ12/10号をご
覧ください。

シリーズ発達障がい
「パパの立場で」

松島 眞一さん
（発達キッズの会）

2/6（土）
10：00〜12：00 柴崎学習館

1/12
柴崎学習館
☎042（524）2773
E  shibasakigakusy
ukan＠city.tachika
wa.lg.jp（返信後確定）

12人

発達に凸凹がある子の子育てにつ
いて考えるシリーズ。
妻に知って欲しいな！
父親からみた発達支援
夫婦のコミュニケーション
パパとして、また「発達キッズの
会」を主宰している松島さんにお
話を聞きます。

子どもおやつ作り教室

植松 智子さん
（管理栄養士）

2/6・20、3/6（土）
14：00〜15：30
全3回

幸学習館
1/12
幸学習館
☎042（534）3076

8人

みんなでおやつを作って試食しま
す。お好みの回だけでも参加でき
ます。
対 小学3〜6年生
費 材料代各回300円
持 エ プ ロ ン、 三 角 巾（ バ ン ダ
ナ）、タオル、マスク

女性のためのReStart講座
「一歩前に踏み出すため
のセルフコーチング」

中山 京子さん
（くにたち男女平等参画ス
テーション）、
森林 育代さん

（㈱シーズプレイス代表取
締役社長）

2/9、3/2（火）
10：30〜12：30
全2回

女性総合
センター

12/25
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
再就職を望む女性、再チャレンジ
をしたい女性で、自分の潜在スキ
ル、願望等に気づき、活躍したい
方を対象に、女性の意識啓発に資
する講座を実施します。
対 女性
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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
海外ルーツの子どもの学
び～ＹＳＣグローバル・
スクールの取り組みより
～

山田 拓路さん
（ Ｙ Ｓ Ｃ グ ロ ー バ ル・ ス
クールコーディネーター）

2/10（水）
14：00〜16：00 幸学習館

1/12
幸学習館
☎042（534）3076

30人 海外にルーツを持つ子どもたちの
学びの現状と、その子どもたちを
支援するＹＳＣグローバル・ス
クールの取り組みを学びます。

第18回　極域（南極・北
極）における最新の研究
テーマとその成果

佐野 雅美さん
（生物圏研究グループ特任
研究員）、
堤 雅基さん

（宙空圏研究グループ教授）

2/10、3/10（水）
18：30〜20：30
全2回

女性総合
センター

1/12
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

30人

国立極地研究所、立川市、市民推
進委員会の協働講座です。
講師はリモートでの登壇です。
①「南極の海に降る雪〜マリンス
ノーとプランクトンの話」
②調整中

立川教育フォーラム

末永 幸歩さん
（美術教師、東京学芸大学
個人研究員、『「自分だけの
答え」が見つかる13歳から
のアート思考』著者）

2/13（土）
13：30〜16：30

たましん
RISURU
ホール

直接会場へ
開始30分前から受付
問 指導課
☎042（523）2111
内線2499

588人

市教育委員会は、教育の充実と推
進を図るため、保護者、市民、教
職員が一堂に会して、小・中学校
の 実 践 等 を 紹 介 す る 立 川 教 育
フォーラムを開催します。

ベラルーシ講座

小寺 隆幸さん
（元京都橘大学教授）

2/13（土）・
23（火・祝）・27（土）
14：00〜16：00
全3回

柴崎学習館
1/12
柴崎学習館
☎042（524）2773

35人

①ベラルーシってどんな国？：地
理、文化、歴史　特に第二次大戦
中の悲劇
②チェルノブイリ：チェルノブイ
リ事故の被害とソ連崩壊後のベラ
ルーシ政府の取り組み
③ベラルーシの今：子どもたちの
現状と保養、教育、現政権と市民
の動向

体験学習
「手打ちそば作り」

尾崎 好司さん
（そば・うどん「おざき」店主）

2/14（日）
10：00〜13：00

歴史民俗
資料館

1/25
歴史民俗資料館
☎042（525）0860

20人

5割そばの作り方を学びます。
対 小学生以上の市民

（小学生は保護者同伴）
費 材料代500円（子どもは300円）

パソコン講座
「Excel入門」

生涯学習市民リーダーの
皆さん

2/16（火）・17（水）・
18（木）
10：00〜12：00
全3回

西砂学習館
1/12
西砂学習館
☎042（531）0431

10人
エクセルの基本操作・数式や関数
を使用した表作成、グラフ作成な
どを学びます。
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（Excel2010以上）

古事記を読もう　第5回

伊藤 高雄さん
（國學院大學兼任講師）

2/17・24、3/3（水）
13：30〜15：30
全3回

子ども未来
センター

1/12
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

30人
今から1300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。
今回は崇神天皇、垂仁天皇、倭建
命のお話です。
費 受講料1,500円

歯科講座
「パパ・ママからはじめよう！
よい歯をつくる健口習慣
～歯科医師が教える歯並
びがよくなるヒント～」

栗本 教生さん
（歯科医師）

2/18（木）
10：00〜11：30 健康会館

1/12
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】
親子でできるむし歯予防法やお子
さんの歯並びについての疑問を歯
科医師が解説します。
対 市民
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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

講演会
「近代立川の水利用」

小坂 克信さん
（立川市文化財保護審議会
委員）　

2/21・28（日）
13：30〜15：00
全2回

歴史民俗資料館
1/25
歴史民俗資料館
☎042（525）0860

15人

第1回は「玉川上水の分水の水利
用」、第2回は「武蔵野台地と立川
の水車」をテーマに、立川の近代
化の原動力につながった水利用に
ついて、お話を聞きます。
対 小学生以上の市民（小学生は保
護者同伴）で2回とも参加できる方

児童工作会
「かんたん！２つの万華
鏡」

図書館職員

2/21（日）
14：00〜15：30 若葉会館

1/26
若葉図書館
☎042（535）8841

10人
図書館職員による手作りの部品を
使って行う工作会です。
対 4歳〜小学6年生

大人の食育講座
「野菜のちから～みんな
に教えたくなる献立術」

西村 早苗さん
（女子栄養大学准教授、
管理栄養士）

2/25、3/4（木）
9：30〜11：30
全2回

健康会館
1/25
健康推進課
☎042（527）3272

20人

【たちかわ健康ポイント対象事業】
自身が健康になることが家族の健
康にもつながります。バランスの
良い食事、野菜の効果、献立を立
てるコツ、簡単にできる減塩術な
どを学びます。
対 74歳以下の市民で、医師から
食事を制限されていない方

ふくしまの今を語る人～
おいしい果物と大好きな
福島と家族と共にある幸
せな農業

樅山 智美さん
（果樹園経営）

2/25（木）
13：30〜15：00

女性総合
センター

1/25
生活安全課消費生活
センター係
☎042（528）6801

30人 福島を代表する果物の美味しさと
震災後の取り組みや家族と共に夢
をカタチにしていく農業の楽しさ
を伝えます。

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）、
佐藤 明子さん

（運動指導者）

2/26、3/5・12（金）
10：00〜12：00
全3回

健康会館
1/12
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

「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
教育委員長）

2/28（日）
14：00〜16：00 幸学習館

1/26
幸学習館
☎042（534）3076

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（18歳以下無料）

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・申問 定員 内容

パソコン活用講座

森 亜記子さん
（生涯学習市民リーダー）

3/2（火）・3（水）
10：00〜12：00
全2回

西砂学習館
1/25
西砂学習館
☎042（531）0431

10人

生活に役立つ身近な題材で、Win
dows10の使い方を学習します。
費 テキスト代1,000円
持 パソコン（Windows10〜・offi
ce2013〜）
企画・運営 西砂パソコン倶楽部
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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

アンガーマネジメントを
知ろう（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）

3/2・16（火）
13：30〜15：30
全2回

高松学習館
1/26
高松学習館
☎042（527）0014

20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、うまく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。
第1回のテーマは「アンガーマネジ
メントを学ぼう」、第2回のテーマ
は「暮らしの中のアンガーマネジ
メント」です。
対 全2回とも参加できる方

わたしらしく働くための
ウォーミングアップセミ
ナー

大嶽 圭子さん
（キャリアコンサルタント）

3/3（水）
10：00〜12：00

女性総合
センター

1/15
申 しごとセンター多
摩 女性しごと応援テ
ラス　多摩ブランチ
☎042（529）9003
問 男女平等参画課
☎042（528）6801

20人

Ⅰ　就活を始める前のウォーミン
グアップ

Ⅱ　「エネルギーの源泉」を見つけ
よう！

Ⅲ　ウォーミングアップの質問タ
イム

０〜３歳児の同席可。
対 育児をしながら再就職を希望
する女性
共催 市男女平等参画課

どうなる年金、どうする
年金

田端 二三男さん
（全日本年金者組合東京都
本部副委員長）

3/6（土）
14：00〜16：00 柴崎学習館

1/26
柴崎学習館
☎042（524）2773

15人
大事だけれどもあまり知られてい
ない、年金制度とその改変を学び
ます。

【多摩地区から考える「東
京」】
～東京の基礎自治体、多
摩の市町村と23特別区
～

木下 究さん
（公益社団法人　東京自治
研究センター事務局次長）

3/7（日）
14：00〜16：00 高松学習館

1/26
高松学習館
☎042（527）0014

30人

前半は都内の23特別区と多摩地域
の市町村の財政力・行政水準の違
いの起点を知るために歴史を振り
返り、財政制度の違いなどについ
て学びます。後半はコロナ禍に対
する医療・保健施策について、市
区町村ごとの行財政制度の違いを
視点に学びます。
そのうえで、多摩の強みを活かし
たまちづくりについて考えてみま
す。

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

3/8（月）〜12（金）
10：00〜15：00
全5回

女性総合
センター

2/1〜12（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

第11回環境シンポジウム

講師未定

3/8（月）
14：00〜16：30

女性総合
センター

2/10
立川商工会議所
☎042（527）2700

70人

環境をテーマにした基調講演のほ
か、環境に関したプレゼンプロ
ジェクトの発表、省エネ改修事業
者の事例発表を行います。同時オ
ンライン配信もします（申込）。
主催 立川商工会議所
共催 立川市
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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
親だからこそ教えられる
書き方の基本

中村 宗男さん
（元立川市立小学校長）

3/11（木）
10：00〜11：30 砂川学習館

2/10
砂川学習館
☎042（535）5959

15人
鉛筆の持ち方、止め、払い等、硬
筆の基本と子どもに教えるコツを
学びます。
費 受講料500円
持 鉛筆、消しゴム、下敷き

パパのベビーマッサージ

河 房子さん
（助産師）

3/13(土)
午前中 西砂学習館

2/25
西砂学習館
☎042（531）0431

5組 対 はいはいする前までの乳児と
父親・母親

休日健康セミナー「ここ
ろの健康教室～音楽で探
検する心・身体・コミュ
ニティのつながり～」

三宅 博子さん
（国立音楽大学准教授）

3/13（土）
10：00〜11：30

女性総合
センター

2/10
健康推進課
☎042（527）3272

30人

【たちかわ健康ポイント対象事業】
音楽と心・身体のつながり、音楽
を通した健康について学びます。
対 市民

働く女性を守る法律とは

浅倉 むつ子さん
（早稲田大学名誉教授）

3/13（土）
14：00〜16：00

女性総合
センター

2/10
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

30人 さまざまな判例を学びながら、労
働・家庭・性暴力の問題を考えます。
共催 市男女平等参画課

市内文化財散歩
「柴崎分水を歩く」

小坂 克信さん
（立川市文化財保護審議会
委員）

3/14（日）
9：30〜12：00

富士見町・
柴崎町周辺

2/25
歴史民俗資料館
☎042（525）0860

15人

柴崎分水の歴史について学びます。
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

1分1秒を争う
赤ちゃん・子どもの
緊急事態の手当て

中村 智子さん
（応急手当プログラム認定
講師）

3/14（日）
①10：00〜12：00
②13：30〜15：30
各1回

子ども未来
センター

2/10
子ども家庭支援センター
☎042（528）6871

各15人

（②は見
守り保育）

万が一に備えて、救命・応急手当
てを講義と実技で身につけます。
対 乳幼児の保護者、子育て支援者
費 テキスト・材料代1人600円

（夫婦参加は800円）
企画・運営 子育て・いれかわりたち
かわり実行委員会

平塚らいてうと
日本女性解放運動のあけ
ぼの

米田 佐代子さん
（NPO平塚らいてうの会会
長、らいてうの家　館長）

3/14（日）
14：00〜16：00

女性総合
センター

2/10
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

30人 女性の地位や権利の回復のため
に、平塚らいてうが日本女性史に
与えた影響を学びます。
共催 市男女平等参画課

新田砂川を訪ねて
～ふりかえり

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）

3/19（金）
9：30〜11：30 高松学習館

2/25
高松学習館
☎042（527）0014

30人

11月に実際に歩いた「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」
で撮影した砂川発祥の地や分水跡
などの動画を見ながら講師の解説
を聞きます。
一緒に歩いた方も、参加できな
かった方もぜひどうぞ！
映像を見ながら砂川地域周辺の郷
土史を学びましょう！！

立川市民科

11月13日　阿豆佐味天神社 11月20日　天王橋付近 11月27日　古民家園
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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

女性のための健康教室
「40歳からのカラダの変
化をプラスにON! ～コ
コロとカラダに向き合い
タイム～」

井上 裕子さん
（井上レディースクリニック
院長）

3/19（金）
9：30〜11：30 健康会館

1/25
健康推進課
☎042（527）3272

20人

【たちかわ健康ポイント対象事業】
女性ホルモンの変化で現れる、
様々な不調とケアについてお話し
ます。参加者にはブレストセルフ
チェッカーを差し上げます。ま
た、希望者には骨密度測定を実施
します。
対 18歳以上の女性市民

認知症介護について

はごろも包括支援センター
ほか

3/19（金）
13：30〜15：00 錦学習館

2/10
錦学習館
☎042（527）6743

10人

認知症介護の体験談、地域での支
え合いについて聞きます。介護し
ている高齢者の方も一緒にご参加
いただけます。高齢者の方には、
体操等の別プログラムを用意して
います。

地域猫セミナー
「地域猫ってどんなネコ？」

環境対策課職員ほか

3/20（土）
14：00〜16：00

女性総合
センター

2/25
環境対策課
☎042（523）2111
内線2244

20人

立川市が推進している「地域猫活
動」について、DVDの上映と地域
猫活動団体の実例を交えて説明し
ます。「野良猫の被害を減らす」

「幸せな猫を増やす」ためには何が
必要なのか、一緒に考えましょう。

親子料理教室

食とくらしと環境を考える
会の皆さん

3/25（木）
10：00〜12：30

女性総合
センター

2/25
生活安全課
消費生活センター係
☎042（528）6801

未定
詳細は未定です。
持ち帰りはできません。
対 親子
費 未定
持 未定

アフリカの”今”を知る
～ Black Lives Matter
運動とアフリカの政治情
勢～

武内 進一さん
（東京外国語大学 現代アフ
リカ地域研究センター長）

3/27（土）
14：00〜15：30 柴崎学習館

2/25
柴崎学習館
☎042（524）2773

15人

黒人差別を取り巻く現代アフリカ
の政治情勢について学び、これか
らの多文化共生社会への理解ある
コミュニティーづくりを考えます。

市内文化財散歩
「玉川上水を歩く」

小坂 克信さん
（立川市文化財保護審議会
委員）

3/28（日）
8：45〜12：00 玉川上水沿い

3/10
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
なかを散策します。玉川上水や砂
川分水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

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

4月〜9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
2/10
健康推進課
☎042（527）3272

各15人
応募多数
の場合は
抽選（初
めての方
優先）

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 4/1現在40〜64歳で、これま
での参加が3回までの市民
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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

手話通訳者養成講座
4月から翌年1月まで
週1回（月4回）
各全41回

総合福祉
センター

2/10
障害福祉課
☎042（523）2111
内線1521

初級
15人

専門・
日本語
対応手
話
若干名

立川市聴覚障害者協会委託事業。
市の手話通訳者登録試験の受験を
考えている方への養成講座です。
日本手話初級・中級・上級・表
現・ 専 門・ 日 本 語 対 応 手 話 の6
コース。
受 講 す る に は、 初 級（ 初 心 者 向
け）又は専門・日本語対応手話（経
験者向け）各コースの選考会(作文
と面接)で合格する必要がありま
す。
対 市内在住・在勤の18歳以上の
聴者、各選考会合格者。
詳細は広報たちかわ2/10号をご
覧ください。

容器包装をみなおそう
～プラスチック製品と
ペットボトルその2

中井 八千代さん
（環境省　中央環境審議会
小委員会委員）

4/8・22（木）
14：00〜16：00
全2回

女性総合
センター

2/25
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

30人 日本のプラスチック政策がどう進
んだか、今後どう進めるか、温暖
化への取り組みを学ぶとともに、
私たちにできることを考えます。

暮らしの健康
素敵にバレエストレッチ

小林 明子さん
（日本バレエ協会会員、日
本アーツビジネス学会副理
事）

4/16（金）
14：00〜15：30

女性総合
センター

3/10
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

20人

自宅で簡単に取り組める美しいバ
レエの動きを取り入れたストレッ
チで、しなやかでバランスの取れ
た体を目指します。
それと同時に、バレエ音楽に合わ
せた動き方も学べるので、体と心
の健康増進と共に、舞台芸術に対
する教養が深まります。

おとなも子どもも楽しい
－多摩川の植物観察と
草花あそび－

鈴木 功さん
（立川自然観察友の会会長）
ほか

4/18（日）
14：00〜16：00

たまがわ・
みらいパーク、
多摩川河川敷

3/10
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

15人
春風が吹く多摩川沿いを散策し
て、春の植物を使った草花遊びを
してみませんか。
対 小学3年生以上

（小学2年生以下は保護者同伴）
費 保険料50円

犬との楽しい暮らし方
（2021年度）

千葉 陽子さん
（獣医師）

4/24、5/22、
6/12（土）
14：00〜16：00
全3回

西砂学習館
3/10
西砂学習館
☎042（531）0431

30人
愛犬が社会の一員として認めら
れ、飼い主と地域で幸せに生活す
るための知識を学びます。また、
コロナ禍でも楽しめる犬との遊び
のアイディアも学べます。

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

土
ど

曜
よう

日
び

19：00〜20：30
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
問 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

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

1/25（月）
13：30〜16：00 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

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

※柴
しば

崎
さき

学
がく

習
しゅう

館
かん

実
じっ

施
し

分
ぶん

は、現
げん

在
ざい

新
しん

規
き

の
募
ぼ

集
しゅう

をしておりません。



13

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

パパママ学級
講座クラス

助産師、保健師

2/15（月）
13：30〜16：00 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

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

1/16(土)
9：30〜12：00 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

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

①1/16(土)
②3/13(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

らくらくゴックン
（離乳食準備教室）

管理栄養士

①1/8(金)
②2/12（金）
③3/12（金）
④4/9（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

①1/27（水）
②2/24（水）
③3/24（水）
④4/28（水）
10：00〜10：30
各1回

健康会館

直接会場へ
（先着順）

問 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

①1/19（火）
②2/16（火）
③3/16（火）
④4/20（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

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

①1/21（木）
②2/18（木）
③3/18（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
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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休止しており、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休止しており、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

幼児のボール遊び
長澤 忍 さん

（卒業生、サッカー
部監督）

3/6（土）
14：00〜15：30 20人

ボールを使って遊びながら、様々な動きを体験しましょ
う。最後はサッカーの試合にもチャレンジ！
対 幼児（年中・年長）
費 傷害保険料200円

小
・
中
学
生
講
座

陸上競技

櫻田 淳也 教授
志賀 充 准教授
佐々木 大志 准教授
丸尾 祐矢 講師

3/17（水）
14：00〜16：00 50人

走・跳・投　キッズチャレンジ！　－国際的に公認された
測定機で、君の本当の能力を知ろう！－
対 小・中学生
費 傷害保険料200円

中
学
・
高
校
生
講
座

ハンドボール 八尾 泰寛 教授 1/24（日）
13：00〜16：00 40人

ハンドボールの基礎的技術（オフェンス）を学び、試合のた
めの個人戦術を考えましょう。
対 高校生（女子）
費 傷害保険料200円

チアリーディング 赤松 知奈美さん
（卒業生）

2/7（日）
13：00〜16：00 20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
してみましょう！
対 中学・高校生（女子）
費 傷害保険料200円

成
人
講
座

からだつくり 小野田 桂子 准教授 2/28（日）
13：00〜15：00 30人

音楽や道具を使って、楽しく運動することで、心とからだ
をほぐし、「動きやすいからだつくり」を行います。
対 成人
費 傷害保険料200円

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
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くらしに役立つ市政
の知識★地域に出向
いて説明します！

出前講座の利用団体にインタビュー

🎤レガリア会（自治会／富士見町七丁目）

いきいきたちかわ出前講座
市民グループの自主的な学習会などに、講師として市職員を派遣する「出前講座」の制度をご存じですか。市政運営や
子育て支援、まちづくりに関することなど、市の仕事について説明や解説を行います。

くわしくは、「いきいきたちかわ出前講座ガイドブック」（各地域学習館や女性総合センター等で配布）や市ホームペー
ジをご覧ください。

問生涯学習推進センター　☎042（528）6872

レガリア会で行った出前講座 講師

よくわかる高齢者サービス～豊かな長寿社
会を目指して！

高齢福祉課長

ごみをつくらないライフスタイルに転換し
よう！

ごみ対策課長

立川の「みどり」～「みどり豊かな立川」
を目指して！

公園緑地課長

これからの防災対策について～その日のた
めに！地域で取り組む防災まちづくり

防災課長

自治会の会員相互のつながりづくりになればと、
出前講座の制度をこれまでに4回利用しました（左
表）。
自治会では、参加する皆さんが興味を持ちそうな
テーマをガイドブックのリストから選んで、チラシ
を作って参加者を募集し、当日の司会進行をしま
す。あとは資料も機材も講師となる市役所の人が用
意してくれます。
「出前講座」の名前のとおり、住まいの近くに、
しかも無料で来てもらえることは魅力的です。市役
所が身近な存在になっていいと思います。講師の皆
さんが参加者と気軽にコミュニケーションを図って
くれたので、楽しいひと時を過ごすことができまし
た。
コロナ禍で次回は未定ですが、これからも立川市
民として、暮らしに役立つテーマを取り上げていき
たいと考えています。

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。

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）
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2020年度プレ錦まつりプレ企画
開催中（1/29（金）まで）

①「プレ錦まつりの歴史年表をつくろう！」

過去10年のプレ錦まつりをふりかえる年表に感想を書いた

り、シールを貼ったりして、オリジナルの年表を作成します。

②「絵馬で届け！みんなの想い」

絵馬に日ごろの想いや感想を書きます。

場 問 錦学習館☎042（527）6743

懐かしい歌をご一緒に
①1/13（水）、②1/15（金）、③3/24（水）

①②13：30〜15：30（同じ内容のため、どちらかの申し込み）

③10：30〜12：00、13：30〜15：00（同じ内容のため、ど

ちらかの申し込み）

懐かしい歌を一緒に歌います。「元気だけど地域に居場所が見

つけられていない人」「何かをしたいと思いつつ二の足を踏んで

いる人」が集まることができる場所作り。

対 65歳以上 定 各30人

場 問 申 西砂学習館☎042（531）0431

①②12/10〜　③2/25〜

新春たかまつ落語会
1/17（日）13：30～15：30

演目は、落語、南京玉すだれ、獅子舞を予定。前座に小学生が

落語を披露します。 出演 立川落語会、地域の小学生

定 30人 場 問 申 高松学習館☎042（527）0014　12/10〜

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〜

第11回プレ錦まつり
1/30（土）・31（日）未定　要申込み
東京学芸大学の学生さんと、あなたの住むまちについて楽しく
学びます。ごみの分別や地元の行事など、地域にまつわるテー
マで、クイズやゲームに挑戦しませんか。詳細な内容は、未定

（12月に決定）
場 問 錦学習館☎042（527）6743

にしき子ども観劇会
2/6（土）開場12：30、上演13：00～14：00　要申込み

「町のねずみといなかのねずみ」
２匹のネズミが出会って、冒険して、見つけたものはなんで
しょう。
定 60人 場 申 問 錦学習館☎042（527）6743　1/12〜

第19回くらしフェスタ立川
2/20（土）・21（日）10：00～16：00
食・環境・健康など、暮らしに関わる情報満載の市民イベン
ト。ぜひおいでください。講演会等、申し込みが必要なものが
多数あります。詳細は広報たちかわ1/25号をご覧ください。
主催 第19回くらしフェスタ立川実行委員会・立川市
場 女性総合センター1階・5階
申 問 生活安全課消費生活センター係☎042（528）6801  1/25〜

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

昨年の「くるりん」モザイクアート

昨年の様子
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第35回みんなの錦まつり
◆サークル公開教室　3/1（月）～28（日）　要申込み

◆作品展示会　3/5（金）～7（日）

◆サークル発表会　3/13（土）未定　要申込み

◆コンサート　3/20（土）未定　要申込み

場 問 錦学習館☎042（527）6743

誰でもコンサート「クラリネット４重奏」
2/27（土）（①②どちらかの申し込みになります）

①大人向け：開場12：30、上演13：00～13：40

②子ども向け：開場14：30、上演15：00～15：40

「立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつく

る条例」の主旨に沿って開催します。障害等で声が出てしまう

方も来場されることをご理解のうえお申し込みください。演奏

中の出入り自由。幸・高松の地域学習館運営協議会の共催。

出演 Lampi（篠塚恵子さん、宮城幸奈さん、緒形真依子さん、

倉愛花理さん）

定 各40人（未就学児入場可）場 さかえ会館

問 申 高松学習館☎042（527）0014　1/26〜

ときめき春のコンサート
3/6（土）14：00～15：30

音と癒しをテーマにしたコンサートです。木の楽器・マリンバ

の奏でる音の森林浴で癒しのひと時をお楽しみください。

出演 松島美紀さん（マリンピスト）

定 50人 場 問 申 砂川学習館☎042（535）5959　1/26〜

幸学習館　春の音楽会
3/7（日）14：00～16：00

スチールパンとパーカッションのユニットによる演奏です。　

保育あり

定 50人 場 申 問 幸学習館☎042（534）3076　2/10〜

はた織りまつり
3/21（日）10：00～15：00

本格的なはた織り体験等ができます。直接会場へ。

対 小学生以上の市民（小学生は保護者同伴）

費 体験内容による 場 問 歴史民俗資料館☎042（525）0860

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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立川市には市と他団体が連携し、自分のお店を始めたいと考えている人の後押しをしてくれる「たちかわ
創業応援プロジェクト」があります。その中のひとつ「チャレンジショップ」を調べてみました。

立川商工会議所 中小企業相談所
経営指導員：柳澤真理さん

「COLLABO（コラボ）」の誕生

2003年４月にオープンしたチャレンジショップ「CO
LLABO（コラボ）」は、立川市と商工会議所が一体と
なった、立川における“商業コミュニティづくり”への
挑戦でした。２階建ての店舗を用意し、「コラボ」の
運営・管理は、商工会議所が担っています。

第1回目（2002年11月）の募集には、２店舗に対し
て20人の応募者がありました。応募には、立川商工会
議所の創業応援塾＆フォローアップセミナーもしく
は、他商工会議所・商工会等で開催されている「創業
に関するセミナー」の受講が必要となります。最近
は、４0～５0代の女性チャレンジャーが目立っていま
す。現在は、18期目を迎えています。

くわしくは、ホームページ「立川チャレンジショッ
プCOLLABO」をご覧ください。

初めての出店でも安心

「コラボ」は、空調、厨房等が用意され、家賃は、
相場の５分の1程度に抑えられて初期投資が安く済み
ます。出店した後は、中小企業診断士から無料診断に

よるアドバイスや、店舗紹介のチラシを無料で作成し
市内に配布するなど様々な支援が受けられます。ま
た、卒業生間の情報交換や先輩からのアドバイスもあ
り、営業の手助けとなっているようです。安心して起
業できるので、起業を促す仕組みとしては、優れてい
るものと思っています。

卒業生からの一言

お客様だけでなく色々な人達との出会いもあり、勇
気を出し、チャレンジしてみて、本当に良かったで
す。

〘取材して感じたこと〙
起業は、厚い壁のような気がしましたが、お話を伺っていると、立川

市民の起業への参加の機会が与えられ、安心して挑戦出来るような気が
しました。� （みかちょ）

チャレン
ジショップって？

どうやったら自分のお店って開けるんだろう？

勇気を出して、初めの一歩を！！

所在地／立川市柴崎町3-8-10

チャレンジショップ
「コラボ」
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第18期チャレンジャー
オーナーシェフ　トモエさん

Q　お店を始めようと
思ったきっかけは？
A　自分の作った料理
を食べてもらうことが
とにかく好きでした。
人と関わる事も好き
だったので、飲食店を
やってみたいと思って
いました。

Q　いつからお店を持つことを考えていましたか？
A　子どもたちがまだ幼稚園に通っていた頃からいつ
か出来たらいいな～くらいで考えていました。下の子
も高校生になり子育ても落ち着いてきたので今かな
と。

Q　何か資格はお持ちですか？
A　食品衛生責任者です。飲食店には欠かせないので
すが、この資格は前に勤務していた職場のお友達のお
弁当を趣味で作っている時に取得していました。
他にも何か役立てばと思い、食生活アドバイザーの
資格も取りました。

Q　チャレンジショップに応募した理由は？
A　家賃が相場より安いこと、そして商工会議所より
創業フォロー等のアドバイスをいただけるので、素人
の私が始めるにはココしかないなと考えました。

Q　選考はどのような感じでしたか？
A　最終選考は１０分のプレゼン、１０分の質疑応答があ
りました。とても緊張しましたが、「お店の売りは何
ですか？」と聞かれ、とっさに「売りは私のキャラで
す」と答えちゃいました。

Q　オ ー プ ン の 準 備
は？
A　２月に退職してか
ら本格的に準備に入
り、本来は４月から借
りられるのですが、前
の方が少し早く退去さ
れたので、３月の中旬
から内装の工事をしま
した。

Q　実際に営業を始めてどうですか？
A　４月オープン予定でしたが、コロナで外出自粛期
間になってしまったため、５月にお弁当販売（現在も
販売中）、６月から店内の通常営業を始めました。当
初はテイクアウトをする予定ではなかったので、その
ための準備は想定外でした。チラシを作って家族と息
子の友達みんなでポストに入れたりもしました。
病院の事務をしていた縁で、病院の売店にお弁当を
置かせてもらっています。

Q　お店作りでこだわったところは？
A　いろんな世代のお客様に来てほしいと思い、外を
眺めながら食事が楽しめるカウンター、座り心地の良
い椅子、小さいお子さんと一緒のお客様には、小上が
り席。これは子育ての経験から絶対に作りたいと思っ
ていました。また、お店のイメージが＜マル＞だった
ので、座布団や電気のインテリアも
丸いものにしました。

Q　これからどのようなお店を目指
しますか？
A　冬に向けて、お汁粉のメニュー
を考えています。私の出身地十勝産
の小豆を使っているので、ぜひ食べ
ていただきたいです。他にも地元の
友人から届くお野菜を使った料理も
提供することがあります。１１月には
ワークショップを企画しました。
『貴方のリビング』を目指したいで
す。

●お店の紹介●
LIVING CAFÉ「mam marche」（マム・マルシェ）
営業時間/１１：００～１７：００（ラストオーダー１６：００）
定休日/月・日・祝日　　　※Instagramもやってます。

〘取材して感じたこと〙
今回取材させていただいたトモエさんは、お話していると、

自分のお店を持つには、やってみたいと思う強いキモチと人脈
作りが大切。そして情熱があれば何でもデキル！と感じさせて
くれました。� （まりちゃん）

こだわりの小上がり席（ママ友のパパ作）。

十勝名物牛トロ丼

で
実際に頑張っているオーナーさんに
お話聞いてみました～

「チャレンジショップ」
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今まで編集部で取材してきたものを振り返ってみました。
編集部員たちの知識やアイディアがきっかけになっています。

参加のきっかけは何でもＯＫ！ きらり編集に参加してみませんか

・立川空襲
・砂川を歩く
・立川のむかし話
・立川のロケ地探訪
・立川の獅子舞
・うどムロ見学

今回の表紙は？
特集で取り上げたチャレンジショップ「COLLABO（コラボ）」の入り
口看板です。詳細はP.１８～１９をご覧ください。

・学習館の裏側
・ロバハウスを訪ねて
・銅板造形家取材
・石田倉庫アトリエ訪問
・近代五種オリンピック選手
・たちかわ創造舎

・情熱講座の舞台裏
・糀のある生活
・お台所で簡単草木染
・ナチュラル洗剤
・立川産野菜
・講座体験記

お問い合わせ先：立川市生涯学習推進センター

次号
市民推進委員会の活動として講座づ
くりについて紹介していきます。

☎042-528-6872

こちら きらり★ 編集部

仲間作り

立川を
知りたい

立川に長く住んでいる

健康のために歩きたい パソコンが得意

人と話すのが好き

定年後の時間を
活かしたい

子ども連れでできる
ボランティアがしたい

記事を書いて
みたい

写真を撮る
のが趣味


