
春号 vol.55春号 vol.55

2021年4月～7月



44 77

2

「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

P3-10...........講座のご案内

P11-13.........きらり★かわら版

P14-17.........元気でいたい！
～その気持ち、応援します！！

P18-19......... 立川の水害と防災
その時多摩川は？

P20...............私にも講座が企画できる？！

「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

容器包装をみなおそう 
その2
～海洋プラスチックごみ
削減に向けて～

中井 八千代さん
（容器包装の３Ｒを進める全
国ネットワーク運営委員長）

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、
今回は私たちにできることも考え
ます。

パソコン講座
「Excel入門」

生涯学習市民リーダーの
皆さん

4/13（火）・14（水）
・16（金）
10：00～12：00
全3回

柴崎学習館
3/10
柴崎学習館
☎042（524）2773

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以降）

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）

4/13・20、5/11・
18、6/1・8（火）
10：30～11：30
全6回

若葉会館
3/10
幸学習館
☎042（534）3076

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

ひざ痛・腰痛と上手に付
き合っていくには

ぜんしん整形外科立川ス
ポーツリハビリクリニック
の皆さん

4/14（水）
11：00～12：00

女性総合
センター

3/10
生活安全課消費生活
センター係
☎042(528)6801

30人 理学療法士にお話を伺います。
（主に座学で、ほんの少し身体を
動かす程度）

やさしいヨガ教室
柴崎福祉会館

内田 真珠さん
（ヨガインストラクター）

4/16・23、
5/7・14（金）
10：00～12：00
全4回

柴崎福祉会館

3/25
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、フェ
イスシールド

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

15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。
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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

お母さんに絶対伝えたい
「発達障害のおはなし」＆
子ども発達パプリカ体操
教室

松島 眞一さん
（発達キッズの会）ほか

5/1（土）
10：00～12：00 柴崎学習館

4/10
柴崎学習館
☎042（524）2773

10組

発達障害のホント、向精神薬につ
いて、発達支援、家庭での療育
等、情報のシェアをする「参加型
発達講演会」、薬だけに頼らない
発達、成長を促す運動支援のやり
方を学びます。
対 お子さんと一緒にどうぞ（大人
のみも可）
費 資料代300円（大人のみ）
企画・運営 発達キッズの会

市民交流クッキング
「心もからだも元気になる
新緑クッキング」

須崎 三代子さん
（料理研究家）

5/8（土）
10：00～13：00 錦学習館

3/25
錦学習館
☎042（527）6743

10人 新緑季若葉を使った料理をみんな
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700円（予定）
持 エプロン、三角巾、タオル

～園芸療法～
植物を育てて心の居場所
づくり

水口 聡子さん
（園芸療法士）、
アシスタント川崎 京子さん

5/11・18（火）
10：00～12：00
全2回

柴崎学習館
4/10
柴崎学習館
☎042（524）2773

10人

ミニトマトの苗とマリーゴールド
（コンパニオンプランツ）の苗を米
袋に植える実演（誰もが簡単にで
きる家庭菜園入門編）。
１週間後、成長した苗の育て方を
レクチャー（肥料のやり方、消毒
薬の解説）。
上手に育てることができると地域
活動に活かせる（自分の心の居場
所づくりになる）事例の紹介です。

心身の健康をアロマ＆フ
ラで～メディカルアロマ
ケア＆アロマフラ講座

浅見 さやかさん
（フラサークルＡＩＯＡＩＯ
主宰）ほか

5/11・25、6/8・
22、7/6・20（火）
13：30～15：30
全6回

女性総合
センター

4/12
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

15人

メディカルアロマの生活での取り
入れ方、アロマフラで心身の健康
をつくる方法を学びます。
費 材料代3,000円
企画・運営 ＲＯＣＯＣＯ
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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

誰でもわかる、楽しめる　
オペラ1時間講座

相田 久美子さん
（ピアニスト）、
木下 周子さん

（ソプラノ、解説）

5/11（火）、7/20（火）、
9/16（木）、10/26（火）、
12/9（木）、2/15（火）
13：30～14：30
全6回

錦学習館

4/10
錦学習館
☎042（527）6743

50人

通常2～3時間かかるオペラ。ピア
ノ伴奏・歌唱・解説を盛り込みつ
つ、各回1時間で1作品を鑑賞し、
学びます。
各回受講も可能です。
費 受講料各回500円
企画・運営 立川イタリア歌劇団

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）

5/12（水）
10：30～12：00

子ども未来
センター

4/26
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

女性のための再就職支援
セミナー＆個別相談会

5/13（木）
セミナー
13：00～15：30
個別相談会
15：30～17：00

女性総合
センター

4/12
申 東京しごとセンター
多摩　多摩ブランチ
☎042（529）9003
問 男女平等参画課
☎042（528）6801

セミナー
30人

個別相談会
12人

講師のアドバイスやグループワー
クで再就職のヒントをつかみます。
対 就職を考えている女性

おとなの高校社会科
～炎の中を逃げまどう－
ゲルニカ・重慶・そして
日本本土－～その2

楢崎 茂彌さん
（立川市史編さん委員、元
高校教諭）

5/14・28（金）、
6/11（金）
14：00～16：00
全3回

柴崎学習館
4/10
柴崎学習館
☎042（524）2773

50人 令和2年3月に中断した講座を、日
本そして立川が受けた空襲から再
開し、原爆投下、敗戦にいたる歴
史を学びます。

オスプレイ講座－日本の
オスプレイはこれからど
うなる－

①②平 和元さん
（弁護士）
③半田 滋さん

（元東京新聞論説委員）

①5/15（土）、
②5/23（日）、
③5/29（土）
13：30～16：30
全3回

女性総合
センター

4/12
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

30人

オスプレイをめぐる情勢などにつ
いて、いっしょに学び考える講座
です。
費 資料代1,500円
企画・運営 オスプレイを飛ばすな！
立川市民の会

今、世界の人が関心を持つ、
能の魅力に触れてみよう

三浦 裕子さん
（武蔵野大学文学部教授）

5/16（日）
14：00～16：30

女性総合
センター

4/12
生涯学習推進センター
☎042（528）6872

80人

能・狂言の歴史とその世界を分かり
やすく学びます。希望者には舞台上
で、仕舞の「羽衣」、舞の作法、扇、
動作を手ほどきいたします。
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

リズム気功

渡辺 陽子さん
（生涯学習市民リーダー）

5/19・26、
6/2・9（水）
13：30～15：30
全4回

曙福祉会館

4/26
申 曙福祉会館
☎042（529）8567
問 福祉総務課
生きがいづくり係
☎042（523）4012

15人

フレイル予防に、楽しく身体を動
かしてみませんか。
対 60歳以上の市民
持 動 き や す い 服 装、 飲 み 物、
フェイスシールド
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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

玉川上水沿いの自然観察

池村 国弘さん
（緑花文化士）

5/21（金）
9：30～12：00

西武拝島線玉川
上水駅南口集

合、西武拝島線
東大和市駅解散

4/25
歴史民俗資料館
☎042（525）0860

15人

玉川上水の遊歩道や川越道緑地古
民家園などを散策し、初夏の生き
生きとした樹木や草花などを観察
します(約４㎞）。
対 市内在住・在勤の18歳以上の
市民
持 歩きやすい服装、雨具、飲み
物、カメラ、観察用のルーペ（お
持ちの方）、帽子
小雨実施。

古民家園体験学習
「麦刈り体験」

豊泉 喜一さん、
金子 昭さん

（農業指導者）

5/23（日）
10：00～12：00

川越道緑地
古民家園

5/10
歴史民俗資料館
☎042（525）0860

20人

砂川で盛んだった麦作の体験を通
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

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）

6/2（水）
14：00～16：00 幸学習館

4/27
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。

高尾山から北アルプスま
で　初心者のためのハイ
キングセミナー

田上 千俊さん
（日本勤労者山岳連盟理事）
ほか

6/4・18（金）、
7/2（金）・6（火）・
30（金）
19：00～21：00
全5回

柴崎学習館
4/27
柴崎学習館
☎042（524）2773

20人

登山に必要な基本的な知識と技術
について学びます。
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）

十文字自
じきょうじゅつ

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）

6/5・19（土）
14：00～15：30、
6/7・21（月）
10：00～11：30
全4回

錦学習館
5/11
錦学習館
☎042（527）6743

15人

全身を動かして体力づくりをする
ことで、健康増進を図る講座です。
持 飲み物、ヨガマットかバスタオ
ル、動きやすい服装、汗拭きタオル
企画・運営 十文字自彊術　野いちご

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）

6/6（日）
10：00～13：00

歴史民俗
資料館

5/10
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300円）
持 エプロン、三角巾、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

手ぬいでチクチク　カン
タンカワイイ手芸教室

大嶋 由紀さん、
高塚 有美さん　ほか

（特定非営利活動法人
トモニ　アイル手芸講師）

6/7、7/5、8/2、
9/6、10/4（月）
10：00～12：00
全5回

高松学習館
4/27
高松学習館
☎042（527）0014

12人

簡単に作れて日常で使える手芸品
の作り方を、障害を持つ方々が参
加者に教えることで、自信を回復
するとともに、地域との交流を図
ります。
費 材料代300円（各回）

OH ！ HAPPY ！
シニアゴスペル

内田 一行さん
（生涯学習市民リーダー）

6/8・22、
7/13・27、8/3（火）
10：00～12：00
全5回

一番福祉会館

5/25
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

15人

手拍子に乗って思いっきり歌って
みませんか。英語のコーラスを楽
しく教えます。人気のゴスペル曲
のほか、歌謡曲も。最終回は舞台
で披露します。
対 60歳以上の市民
持 動きやすい服装、飲み物、筆
記用具、フェイスシールド

奇術初心者講習会

立川市奇術愛好会の皆さん

6/10・17・24、
7/1・8（木）
19：00～21：00
全5回

高松学習館
5/11
高松学習館
☎042（527）0014

10人

あなたも奇術を始めてみませんか？
さまざまな分野の奇術に挑戦し、
人を喜ばせる楽しさを学びます。
費 材料代2,000円（全5回分）
企画・運営 立川市奇術愛好会

楽しく基礎から学ぼう
～油絵・鉛筆デッサン～

望月 一雄さん
（油絵教室講師）ほか

6/13・20・27、
7/4・11・18（日）
9：30～12：00
全6回

高松学習館
5/11
高松学習館
☎042（527）0014

15人

本格的な油絵具を使って、油絵に
挑戦してみませんか？
対 小学3年生～中学3年生
費 材料代1,000円（各回）
企画・運営 子どもを未来につなぐ会

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）

6/13（日）
①10：00～12：00
②13：30～15：30
各1回

子ども未来
センター

5/10
子ども家庭支援センター
☎042（528）6871

各20人

（②は見
守り保育）

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・材料代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

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

6/15（火）・16（水）・
24（木）・25（金）
10：00～15：30
全4回

子ども未来
センター

4/26
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

子育て中のパパとママの
ための健康教室

「3日で変わる！おうちで
楽しむ、らく美

う ま

味・ちょ
いトレ術」

管理栄養士、ヨガインスト
ラクター、運動指導者

6/18・25、7/2（金）
10：00～12：00
全3回

健康会館
5/10
健康推進課
☎042（527）3272

15人

（4か月
～学齢前）

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 小学生以下のこどもがいる市
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

環境学習講座
「田んぼ体験をしよう」

がにがら田んぼネットの
皆さん

①6/20、②10/17、
③11/7、④11/21、
⑤12/5（日）
9：30～11：00

（⑤のみ10：00～12：30）
全5回

立川公園
ガニガラ田んぼ
（⑤は錦学習館

の予定）

5/11
高松学習館
☎042（527）0014

20人

立川唯一の田んぼで、①田植え、
②稲刈り、③脱穀、④籾

もみ
摺
す

りの体
験と見学をして、⑤お米の試食会
も行います。田んぼのお話も聞き
ます。天候により日程変更するこ
とがあります。
対 小学生（低学年は保護者同伴、
保護者も参加可）
費 ⑤のみ材料代100円
持 汚れてもいい服装、帽子、タ
オル、飲み物

簡単セルフケア

大崎 奈穂美さん
（さとう式MRTマスター）

6/21（月）
10：30～12：00

女性総合
センター

5/25
生活安全課消費生活
センター係
☎042（528）6801

10人
ずっとマスクをしているとお顔の
たるみが気になりませんか？マス
ク頭痛の予防にもなるセルフケア
をお伝えします。
持 動きやすい服装、飲み物、筆
記用具

先輩お母さんに聞く
おしゃべり会

先輩お母さん

6/23（水）
10：00～12：00

子ども未来
センター

5/10
子ども家庭支援センター
☎042（528）6871

15人
（見守り保育）

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
話しいただきます。
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

やさしい太極拳
幸福祉会館

上條 喜久子さん
（太極拳指導員）

6/23・30、
7/7・14（水）
13：30～15：30
全4回

幸福祉会館

5/25
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

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、
フェイスシールド

古民家園体験学習
「麦脱穀体験」

豊泉 喜一さん、
金子 昭さん

（農業指導者）

6/27（日）
10：00～12：00

川越道緑地
古民家園

6/10
歴史民俗資料館
☎042（525）0860

20人

砂川で盛んだった麦作の体験を通
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

市民リーダー みんなの講座
「スター気分で歌おう 昭
和の歌謡曲」

内田 一行さん
（生涯学習市民
リーダー、
声楽家）

6/29（火）
10：00～12：00 錦学習館

5/25
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
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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

体験学習「染め物体験」

とんからりん機織りクラブ
の皆さん

7/11（日）
10：00～13：00 歴史民俗資料館

6/25
歴史民俗資料館
☎042（525）0860

20人

植物で染色して、白いハンカチを
染めます。糸などで模様をつけて
オンリーワンのハンカチを作りま
しょう。
対 小学3年生以上の市民
費 材料代500円
持 ゴム手袋、エプロン、タオル

第1回立川市生活支援サ
ポーター研修

訪問介護事業者ほか

7/12（月）・13（火）・
14（水）
9：30～13：00
全3回

市役所3階
302会議室

6/10
高齢福祉課
☎042（523）2111
内線1471

24人

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）

たんぽぽおしゃべり会講
座

森下 由規子さん
（明星大学教授）

7/24（土）
10：00～12：00

子ども未来
センター

6/10
子ども家庭支援センター
☎042（528）6871

30人
発達障害や知的境界域の子どもた
ちの学びと学校生活を支えるため
に必要なことを学びます。
対 発達に凸凹のある（またはある
と思われる）子の保護者

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
歯科・栄養クラス

歯科衛生士、管理栄養士

①5/24（月）
②7/26（月）
13：30～16：00
各1回

健康会館

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

各18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
出産・産後クラス

助産師、保健師

6/21（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

18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

講座名・講師 日時 場所 受付開始日・申 問 定員 内容

仕事と家庭の両立を目指
す方のためのライフプラ
ンセミナー

大竹 麻佐子さん
（ファイナンシャルプラン
ナー）

6/30（水）
10：30～12：00

女性総合
センター

6/1
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

仕事と家庭の両立を目指す方のた
めの就活に役立つお金に関する講
義。社会保険や扶養等についても
アドバイスします。
対 仕事と家庭の両立を目指し就
活を行う方
共催 市男女平等参画課、マザーズ
ハローワーク立川
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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。

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）

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
沐浴・産後クラス

助産師、保健師、
臨床心理士

①5/15（土）
9：30～12：00
②5/15（土）
13：30～16：00
③7/10（土）
9：30～12：00
④7/10（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18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

①4/9(金)
②5/14（金）
③6/11（金）
④7/9（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

①4/28（水）
②5/26（水）
③6/30（水）
④7/28（水）
10：00～10：30
各1回

健康会館

電話予約
各日程2か月前から受付

（先着順）
健康推進課
☎042（527）3234

各12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、管理栄養士

①4/20（火）
②5/18（火）
③6/15（火）
④7/20（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

（そのほか特別コース
が21回と夜間相談が
週1回あり）
全42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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第39回高松学習館文化祭作品展
5/21（金）・22（土）10：00～16：30
5/23（日）10：00～16：00
高松学習館で活動している各サークルが一堂に会する文化祭で
す。学習館の存在を地域の皆さんにＰＲするとともに、サーク
ル間のコミュニケーションを図り、作品発表の場にもなってい
ます。
場 問 高松学習館☎042（527）0014

第13回たちかわ男女平等フォーラム
毎年６月に「たちかわ男女平等フォーラム」を実施し、男女平等
参画の実現に向けた啓発を行っています。
フォーラムパネル展示　6/19（土）～6/27（日）
　登録団体の紹介展示などを行います。

男女平等フォーラム基調講演　6/20（日）
　上西 充子さんの講演があります。

詳細は広報たちかわ5/10号（予定）、または下のQRコードより。
https://www.city.tachikawa.lg.jp/danjo/event/r3danjof
orum.html
場 女性総合センター1階・5階
問 男女平等参画課☎042（528）6801

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。　市民リーダー　検索

問 生涯学習情報コーナー☎042（528）6803

学校支援ボランティア
市内の小・中学校では、地域の皆さんがこれまで培われた知識
や経験を活かしながら「学校支援ボランティア」として、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

国文学研究資料館
◆「ないじぇる芸術共創ラボ展　時の束を披

ひら
く 

―古典籍からうまれるアートと翻訳―」
開催中（4/24（土）まで）
10：00～16：00(事前予約制。月・水・金のみ開館)
各界で活躍するクリエーターによる多様な作品に加え、インス
ピレーションの源となった古典籍を多数展示しています。
場 国文学研究資料館1階展示室 問 国文学研究資料館連携企
画・広報係☎050(5533)2910 Ｅ kikakukoho@nijl.ac.jp
申 https://www.nijl.ac.jp/event/exhibition/2021/02/post-
21.htmlにて事前予約

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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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。（オンライン講座）
◆一般講座
○「Rによる極値統計学」
5/25（火）10：00～16：45　定 100人
○「統計学を哲学する：統計はなぜ科学的な根拠になるのか」
7/29（木）10：00～16：45　定 100人
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。

たちかわ市民交流大学 企画運営委員会 公募委員募集
企画運営委員会とは

たちかわ市民交流大学の運営などについて検討する組織です。
対象

4月25日現在、18歳以上で市内に引き続き3か月以上在住・在勤・在学しているか、市内を拠点として生涯学習活動を
行っている方で、原則平日夜間の会議（年4回程度。第1回の会議は9月21日（火）午後6時30分から）に出席できる方
任期

7月1日～令和5年6月30日
謝礼

会議1回につき3,000円（所得税込み）
募集人数

2人（選考）
応募方法

5月21日（金）〔必着〕までに、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、職業、在勤・在学の方は勤務先名か学校名、在
住・在勤・在学以外の方は生涯学習活動拠点となる団体名、ファクス番号、Ｅメールアドレス、「これからのたちかわ
市民交流大学に期待すること（未定）」（800字以内）を書いて、直接、または郵送、ファクス、Ｅメールで生涯学習推進
センター市民交流大学係〔〒190－0012曙町2―36―2女性総合センター1階〕へお申し込みください。
Fax  042（528）6804
e  shougai-suishin@city.tachikawa.lg.jp　へ

問合せ先
生涯学習推進センター市民交流大学係
TEL  042（528）6872

今回の表紙は？
多摩川にかかる立川～日野を結ぶ日野橋を下から見上げて撮影

しました。この部分は令和元年の台風19号によって一部損壊し
ました。

立川市防災課では日野橋損壊の第一報を消防署より受けたそう
です。10月13日（日）の早朝の段階で、警察から橋が通行止め
になる旨の連絡がきました。東京都建設局ホームページからも
13日4：50～通行止めになると情報収集したそうです。
 （写真・ゆりちゃん） 台風通過翌日の破損した日野橋

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・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。

たちかわ市民交流大学



13

生きがいと交流の寿教室
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。
対 令和3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
費 運営費用2,000円（ほかに参加費がかかる事業あり）
申 ご希望の担当学習館へご来館ください

教室名（会場） 主な内容 問い合わせ先
（担当学習館） 教室名（会場） 主な内容 問い合わせ先

（担当学習館）

柴崎寿教室
（柴崎学習館）

健康体操
民謡教室

リズムダンスほか 柴崎学習館
☎042（524）2773

高松寿教室
（高松学習館）

健康体操
気功
民謡

高松学習館
☎042（527）0014

羽衣寿教室
（羽衣中央会館）

健康体操
コーラス

砂川寿教室
（砂川学習館）

健康体操
コーラス

フラダンス
砂川学習館

☎042（535）5959
錦寿教室

（錦学習館）
フラダンス
健康体操
民謡踊り

錦学習館
☎042（527）6743

こぶし寿教室
（こぶし会館）

健康体操
コーラス
カラオケ

栄寿教室
（幸学習館）

健康体操
コーラスほか

幸学習館
☎042（534）3076

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
西砂学習館

☎042（531）0431
若葉寿教室

（若葉会館）
健康体操
コーラス

学習会ほか

山梨県清里高原「八ヶ岳山荘」をご利用ください
八ヶ岳山荘では、安全と安心を最優先に、皆様の笑顔と出会える日を楽しみにしています。美味しい食事もお勧めです。
＊山荘では新型コロナウイルス感染症予防対策として、ご滞在時に各種のご協力をお願いしています。

●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=1,757円　▶小学生高学年～中学生=2,176円　▶高校生～大人=4,619円（食事料金、施設利用料

金、消費税込み）
・高校生以上の方には施設利用料金の減免制度があります。
・市外の方の料金など、詳しくはお問い合わせください。

●山荘は年間を通してご利用になれます。（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）

●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
・記念日プレゼント（誕生日、結婚記念日などを到着時にお申し出ください。）
・星空観察、木工教室、スイカ割り、餅つきなどの各種イベント
・観光スポット紹介
・JR小海線清里駅への送迎（要事前連絡、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/（スマートフォンは右QRコードからアクセス可）
※八ヶ岳山荘は、立川市が指定管理者として契約する(株)レストラン・ピガールが運営しています。
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防災ハンドブック
参照ページ

※①・・・P15
※②・・・P16
※③・・・P13

立川の水害と防災
その時多摩川は？

台風が近づいてきたら我が家は大丈夫？

立川市内で台風被害を警戒する地区は、洪水
ハザードマップに記載されている地域で、着色
のある場所です。色が塗られていなくても、周
りに比べて低い土地や多摩川沿いの土砂災害警
戒区域については注意が必要です。参考とし
て、多摩川緑地野球場の海抜は68.8ｍ。立川
市内で海抜が最も低いところは64.9ｍ（錦町6
丁目付近）、最も高いところは124.7ｍ（西砂
町4丁目付近）です。

市では、避難所での生活
がより良く過ごせるよう、
備蓄品（※②）の強化に努

めています。市民のみ
なさまにも、日ごろか
ら、災害時の食料・身
の回り品（※③）につ
いて、1人概ね7日分
を確保するようお願い
します。

避難所開設の訓練は、総
合防災訓練時等に、会場と
なる市内の学校へ職員が参
集し、行っています。また、

地域防災訓練として取り組んでいる場合もあり
ますので、機会があれば、是非ご参加ください。

立川市の準備状況は

台風の進路に応じて、本庁での待機人員編成
は変わります。場合によっては、市職員総動員
で、昼夜問わず市内状況の情報収集、市民への
情報提供、関係機関との情報連絡を行います。

大雨、暴風、洪水の警報が発表された場合や
被害の発生の恐れがある場合、災害対策本部の
設置や情報収集等の初動体制に移行していきま
す。その中で避難が必要な警戒レベル3や4の
発令に合わせて、避難所開設を行います。警戒
レベル（※①）を参考にして避難行動をとって
ください。

立川市は2万年前に形成されたという立川段丘の下を流れる多摩川の流域にあり、その川幅は広く壮
観で、晴れた日の土手は散歩コースとなり、また、ジョギングを楽しんでいる人が多く見られます。そ
の穏やかな多摩川が台風や大雨により激変してしまう。自然はなんと恐ろしいものでしょう。

毎年やってくる台風。もしもに備えて、市はどう対応するのかを知りたくて、立川市防災課をチョッ
トのぞいてみました。

備 える

訓 練
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令和元年10月12日　台風19号の爪痕
令和元年東日本台風（台風19号）は、国内で日降
水量（一日の降水量）が観測史上1位、水害被害額
が過去最大という甚大な被害をもたらしました。防
災課に、その時の詳しい状況を伺ってみました。
「立川市を流れる多摩川は、水位がピークとなっ
た10/12（土）16：00時点で、日野橋付近で
2.86mという記録が残っており、土手を越えるまで
2ｍ弱というところまで迫っていました。台風の時
には、防災課では京浜河川事務所ホームページにて
水位を確認しています。またライブカメラ等で情報
収集を行いつつ、消防団と連携し、市内警戒かつ河
川の状況確認を行ってもらう場合もあります。ただ
し非常に危険な水位に到達している状況では、消防
団も安全を最優先し、行動を決定します。」

防災課職員からの一言！
避難とは「難を避ける」ことです。安

全の確保を意識し、避難行動判定フロー
（防災ハンドブックP14）や立川市防災
マップ・洪水ハザードマップを活用し
て、いざという時に適切な行動が取れる
よう、日頃から一人ひとりが災害につい
て考えることが大切です。
＊市では、災害時に市民のみなさまへ情報発信します。

情報の入手方法は、防災ハンドブックのP7をご確
認ください。
防災ハンドブックは、昨年市内全戸配布していま
す。立川市へ転入された方に市民課と窓口サービス
センターで配布しているほか、市役所2階防災課窓
口、各連絡所（錦、富士見、西部、東部）でも配布
しています。また市ホームページから冊子の内容を
ダウンロードできます。

◆台風の目は、丸いものと思われていますが、約2割
が楕円形で、中には、二重構造のものや五角形や六
角形のものもあります。
◆6億年前の想像もつかない超巨大台風。中心気圧
300hPa、暴風圏数千km、最大風速300m以上、波
の高さ100m以上であったとされています。
◆1961年9月16日室戸岬
に上陸した第二室戸台風
は、上陸時の中心気圧が
925hPa、風速は84.5ｍ/s
まで観測可能な観測機が
壊れてしまうほどの強風
だったとか。

【編集後記】
春号に「防災」記事は、ちょっと季節がずれていると思うかもしれませんが、今年もやってくる台風

による風水害に備えるための時間を十分に取り、「防災」について家族、近隣などで話し合える機会を
つくっていただきたいことから、早めに企画しました。この記事が「防災」の参考になれば幸いです。

この記事を書くに当って、立川市市民生活部防災課 轟さん、坂本さん、中島さんからお話をいただき
ました。お話から、「防災」に対しての真剣な取り組みをうかがい知ることが出来ました。ありがとう
ございました。 （みかちょ）

4：14 大雨警報（土砂災害・浸水害）
 ・洪水注意報

6：32 洪水警報
12：13 暴風警報
19：30 土砂災害警戒情報
21：05 大雨特別警報
 （土砂災害）

10月12日（土）に実際に発表された警報
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◇お問い合わせは
立川市生涯学習推進センター（女性総合センター・アイム1F）

☎０４２-５２８-６８７２ まで

講座企画は楽しくてやりがいがあります！
市民推進委員になってみませんか

（サポーター制度があります）

市で開催される講座のうち、市民推進委員会というボランティア組織主催の講座があります。
講座を企画・運営するのは一般市民。私たちきらり・たちかわ編集部員も推進委員会の一員です。
経験がなくても、思いがあれば講座をつくれるようになっていくというお話をご紹介します。

最初は講座協力から
講座に関わる第一歩は、講座のお手伝い。主

に会場のセッティングと当日受付。仲間と協力
しながら、受講者のために気を配ります。お手
伝いしながら講座を受講できてしまうのが特権
です。協力するうちに、受講者の声が聞こえた
り、講座運営上の改善点に気づいたり、今後の
講座に活かせることもあります。

講座を企画してみたいとき
講座や講演会などを受講していいものに出

会ったり、勉強したいことを見つけたりして、
自分で講座を企画してみたいと思ったら、とに
かく起案してみます。推進委員会全体の会議で
じっくり検討され、さまざまなアドバイスをも
らいます。案が通れば実施に向けて計画をた
て、準備に取りかかります。企画者ともなると
やることがいっぱいですが、起案から実施まで
半年以上あるので、じっくり準備できます。と
てもやりがいを感じます。

先輩委員や立川市生涯学習推進センターのサ
ポートもあるので心配はご無用！

共同企画者から始めることも
いきなり一人で講座を企画するのは心配とい

う場合、講座経験豊富な企画者の共同企画者に
なることもできます。準備をしたり、講師との
打ち合わせに同席したりすることで、講座企画
の段取りを学ぶことができます。

講座を引き継いで
多くの人に受講してもらいたい、1度の講座で

は語りつくせないなどといった場合、講座を継
続して開催することがあります。そんな時、先
輩委員が開催してきたものを新たな企画者へ引
き継いでいこうと試みることがあります。講座
開催までの下地があり、先輩委員のバックアッ
プがあるので心配は少ないです。

今活躍している企画者に 
新人の頃のお話を聞いてみた

「推進委員になり大分慣れた頃、協力していた
講座の企画者から、続きの講座をやらないかと
話をもちかけられました。自分が興味のある講
座ということもあり、続けて欲しいという受講
者からの声を受け、思い切って講座を引き継ぎ
ました。協力者だった時とは立場が違い大変で
したが、ベテランの先輩委員にしっかり支えて
いただき、とてもよい講座を開催できました。

今後は、自分なりの工夫をしたり、新た
な講座に挑戦したりしたいと

思います。かつて先
輩委員が開催した講
座の講師が、近頃メ
ディアでご活躍され
ているので、その方
を迎えて新しい講座
ができないかと考え
中です。」

講
座
企
画

私にも講座が企画できる?!
～　 マークのついた「市民企画講座」は誰が企画しているの？　～


