ǈǜƳƷࠊൟʩ්ܖٻ

ᇹᲰӭ

πѪƂǵȸǯȫሁƃ
˖˳ׇဒࡈᜒ





᳸˖˳ׇဒࡈᜒᲢਦܭᲣዻ᳸

ਦܭƂࠊൟȪȸȀȸƃ


˖˳ׇဒࡈᜒ
ƷਦܭƸŴ
ßဃ෨ܖ፼ࠊൟȪȸȀȸƷ˟àƷ
ᡲઃƂ˖ಅሁƃ
ႏƞǇƕܱƠƯƍǇƢŵ

ࢽॖƳჷᜤǍ২ᘐǛƓਤƪƷ૾ƴƝႇƍƨƩƖŴǵȸǯȫǍ˳ׇƳƲƴᜒࠖƱƠƯኰʼƢǔ

žဃ෨ܖ፼ࠊൟȪȸȀȸႇСࡇſŵƦƜƴႇƠƨ૾ƨƪƷᨼǇǓƕžဃ෨ܖ፼ࠊൟȪȸȀȸ

Ʒ˟ſưƢᲢ*Ჳ
ྵנᡓǂ  ӸƕႇᲣ
ŵ
žࠊൟȪȸȀȸŭǈǜƳƷᜒࡈſƸŴ
žஉƲƜƔưܖǂǇƢᲛſǛǭȣȃȁȕȬȸǺƴŴ

žဃ෨ܖ፼ࠊൟȪȸȀȸƷ˟ſƕ˖ဒȷᢃփŴᜒࠖǋƢǔᜒࡈưƢŵ
 ࠰ࡇƸ  ᜒࡈ

Ǜ͵ɶưƢŵ



 ଅ  عস 
؟ع؟



قਈીम  ؟ऽदك



ৃਚ؟ਙ়७থॱش




 




ṾਈभણງஂṾᴾ

ƜƏǓǎƏӽ


ʻׅƸŴ         

ƪǐƖǜ

˳દܴƃᲢᘍ˖ဒᜒࡈᲣ
ƂሂщǢȃȗᝪሂ

ƓƓǉƶᲰᲯബˌɥǛݣᝋƱƠƨƜƷܴƸȷȷȷ

žͤࡍᢃѣਦݰٟƴǑǔਦݰƷɦŴȚȃȈȜȈȫƳƲ៲ᡈƴƋ

ǔǋƷǛ̅ƍŴᢃѣǛᘍƏƜƱƴǑƬƯଐࠝဃƴ࣏ᙲƳሂщ

ǛᦀƑŴᝪƷǑƏƴਤዓƠǑƏſƱƍƏǋƷưƢŵ
୍െƔǒ៲˳ǛᦀƑƯƓƚƹŴ၏ൢƳƲưݏᡂǜưݲٶሂᎹǛ

̅ǘƳƘƯǋଐࠝဃƴɧᐯဌƠƳƍሂǛസƠƯƓƘƜƱƕ
ưƖǔƦƏưƢŵ
உ᳸ᇹîǛ͵Მ
Მ


 

Ṿَऌैॉ؞ञठऊॎُಀ

ࠊൟʩ්ܖٻ
ࠊൟʩ්ܖٻἣἽޒᴾ
ࠊൟʩ්
ܖٻἣἽޒ
ܖٻ
Ἵޒ
ẝụầểạắằẟộẲẺὲὲᴾ
ẝụầểạắằẟộẲẺὲὲ
 া  ऊै
 पऊऐथমૂ  మ৯উছ२द

ৰखञড়ઐপ৾भঃॿঝனम૮হીവखऽखञ؛
ऎभ্رपओ༮ःञटऌऽखथँॉऋधअओकःऽखञ؛

ਸ਼گگಀ ॑ষṾᴾ

ᅸƔǒϤƴƔƚƯŴᜒࡈૠƕƱƯǋٶƘˌɥƷᜒࡈƕႮǓƩƘƞǜᲛᲛ
ᜒࡈƩƚưƳƘŴᜒࡈȬȝȸȈǍཎᨼǋᛠǈƝƨƑ
җЎưƢᲛ Ӳܖ፼ŴࣱڡዮӳǻȳǿȸŴࠊऴإ
ǳȸȊȸƳƲŴࠊϋƷӲπσᚨưᣐࠋƠƯƍǇƢŵ
᩼ŴƓƴӕƬƯǈƯƘƩƞƍŵ
ࠊ
ț
ࠊțȸȠȚȸǸϋƴǋਫ਼᠍ƠƯƍǇƢŵ
ƜǕǛᛠǊƹŴƨƪƔǘࠊൟʩ්ܖٻǁƷྸᚐǋ
ขǇǔƸƣŰ 

ʻׅƸŴǵȸǯȫኰʼ
ƷȚȸǸưӕǓɥƛƨ
ӳƷǵȸǯȫǛǤȡ
ȸǸƠƨǤȩǹȈ
ưƢŵ

ǈǜƳƷࠊൟʩ්ܖٻ

ႸƕɧᐯဌưƝࠎஓƷ૾ƴŴ
ƖǒǓȷƨƪƔǘ᪦٣༿Ǜ
ᣐࠋƠƯƍǇƢŵ
èࠊൟƷ૾Ӽƚ

ᇹᲰӭ

բƍӳǘƤᲴဃ෨ܖ፼ਖ਼ᡶǻȳǿȸࠊൟʩ් ̞ܖٻ6'.ᲴᲬ ϋዴᲴᲧŴᲧ

ǈǜƳƷࠊൟʩ්ܖٻ

ᇹᲱӭ

πѪƂǵȸǯȫሁƃ
˖˳ׇဒࡈᜒ





᳸˖˳ׇဒࡈᜒᲢπѪᲣዻ᳸

˖˳ׇဒࡈᜒ
ƷπѪƸŴᇌ߷ࠊƴѣƷਗໜǛፗƘŴ
ǵȸǯȫǍඥʴǛƸơǊƱƠƨࠊൟǰȫȸȗƳƲƔǒ

ѪᨼƠƯܱƞǕǔᜒࡈưƢŵ

ဃ෨ܖ፼ƔǒƸơǇǔǇƪƮƘǓ᳸ܖƼӳƍŴܖƼǛဃƔƢ᳸

ǛȆȸȞƴ˳ׇƷࢽॖЎǛဃƔƠƨᜒࡈƕ͵ƞǕƯƍǇƢŵ
ŵ
Ტ* ࠰ࡇᲴᲫᲫܱ˳ׇʖܭᲣ






ਦܭƂࠊൟȪȸȀȸƃ
ᡲઃƂ˖ಅሁƃ








 

ṾਈभણງஂṾᴾ



ʻׅƸŴࠊൟਖ਼ᡶۀՃ˟ƕ˖ဒƠƨžࠊൟ˖ဒᜒࡈſǛƝኰʼᲛ
ʻׅ


ƂǯȩǷȃǯ᪦ಏλᧉᜒࡈ
ᇹᲰׅƃ

ᇌ᪦ಏܖٻƷңщǛࢽƯᘍƬƯƍǔᜒࡈƷᇹᲰᲛ

ßٶƘƷʴƴǯȩǷȃǯ᪦ಏƷಏƠƞǛჷƬƯƍƨƩƖƨ
ƍàƱӸƸჷǒƳƘƯǋᎥƍƨƜƱƕƋǔǑƏƳǛӕ

ǓɥƛƯƍǇƢŵǍ˺ܼƷᚐᛟǛᎥƍƨࢸŴဃڌǛ
᧓ᡈưᎮ
᧓ᡈ
ưᎮƚǔ
ưᎮ
ƚǔׅǋ
ƚǔ
ׅǋƋǓ
ׅǋ
ƋǓŴڤ
ƋǓ
ŴڤᚸƷ
Ŵڤ
ᚸƷᜒࡈ
ᚸƷ
ᜒࡈưƢ
ᜒࡈ
ưƢŵ
ưƢ
ŵ
᧓ᡈưᎮƚǔׅǋƋǓŴڤᚸƷᜒࡈưƢŵ

 
ƂǯȩǷȃǯ᪦ಏȬǯȁȣȸǳȳǵȸȈƃ
ǯȩǷȃǯ᪦ಏλᧉᜒࡈƱ᧙ᡲƠƨȬǯȁȣȸ
ǳȳǵȸȈǛƀȕǩȸȬŴȉȓȥȃǷȸƷɭမƁ

Ʊ᫆ƠƯ͵ƠǇƠƨŵӋьƞǕƨ૾ƸŴȔǢ
ȎȷȁǧȭȷȐǤǪȪȳƷᲮʴƷᒉƍڌᎍƴǑ
ǔૠŷƷӸƷڌȷᡲȷڌƴŴᅸƷҜࢸƷ
ƻƱƱƖǛտƠƯƍǇƠƨŵ
ǇƠƨŵ
ƨŵ
࠙ǓƴƸڌᎍƷƓᙸᡛǓ
ᡛǓ
ƱǵȗȩǤǺǋƋǓǇƠƨŵ
Ơƨŵ
Ơƨ
ŵ

ƜƏǓǎƏӽ
ƜƏǓǎ
ƜƏ
ǓǎƏӽ
Ǔǎ
Əӽ

Ṿَऌैॉ؞ञठऊॎُಀ

ਸ਼ڰگಀ ॑ষṾ

ϤƔǒବƴӼƚƯܱƞǕǔᜒࡈƕႮǓƩƘƞǜᲛ
ཎᨼưƸŴžࢸᲱᲪԗ࠰ʙಅſưᲮஉƔǒܱƠƯ
ƖƨᜒࡈǛƾǓƔƑƬƯƍǇƢŵ
ǵȸǯȫኰʼƸŴႏƞǜƷ༏ƍेƍƕˡǘƬƯƖǇƢŵ
Ӳܖ፼ŴࣱڡዮӳǻȳǿȸŴࠊऴإǳȸȊȸƳƲŴ
ࠊϋƷӲπσᚨưᣐࠋƠƯƍǇƢŵ
᩼ŴƓƴӕƬƯǈƯƘƩƞƍŵ
ࠊțȸȠȚȸǸǍǭȣȓȍȃȈϋƴǋਫ਼᠍ƠƯƍǇƢŵ
ƜǕǛᛠǊƹŴƨƪƔǘࠊൟʩ්ܖٻǁƷྸᚐǋขǇǔƸƣŰ 

ʻׅƸŴǵȸǯȫኰʼƷ
ʻ
ׅƸŴǵȸǯȫኰʼƷ
Ʒ
ǪǫȪȊȷȏȸȢȋǫƱŴ
Ǫ
ǫȪȊȷȏ
ȏȸȢȋǫ
ǫƱŴ
ࢸ  ԗ࠰ʙಅƷɥପ
˟ƳƲƷǤȩǹȈưƢŵ

ǈǜƳƷࠊൟʩ්ܖٻ

ႸƕɧᐯဌưƝࠎஓƷ૾ƴŴ
ƖǒǓȷƨƪƔǘ᪦٣༿Ǜ
ᣐࠋƠƯƍǇƢŵ
èࠊൟƷ૾Ӽƚ

ᇹᲱӭ

բƍӳǘƤᲴဃ෨ܖ፼ਖ਼ᡶǻȳǿȸࠊൟʩ් ̞ܖٻ6'.ᲴᲬ ϋዴᲴᲧŴᲧ

ǈǜƳƷࠊൟʩ්ܖٻ

ᇹᲲӭ

πѪƂǵȸǯȫሁƃ
˖˳ׇဒࡈᜒ


᳸˖˳ׇဒࡈᜒᲢᡲઃᲣዻ᳸



ਦܭƂࠊൟȪȸȀȸƃ

˖˳ׇဒࡈᜒ
ƷᡲઃƸŴᇌ߷ࠊƴѣƷਗໜǛፗƘŴ˖ಅǍ

ᡲઃƂ˖ಅሁƃ
Ʒᄂᆮೞ᧙ሁƱŴ؏עᝡྂѣƷɟƱƠƯᡲઃȷܱƢǔᜒࡈưƢŵ



 ᲬᲱ࠰ࡇǑǓž૨ܖᄂᆮ૰ſƱңǛǹǿȸȈƠǇƠƨŵ

 ૨ܖᄂᆮ૰Ʒ᭗ࡇƳᄂᆮௐǛဃƔƠŴࠊൟƴܖƼǛ੩̓Ƣǔ
σ͵ʙಅǛܱƠƯƍƖǇƢŵ



ᡲዓᜒࡈžƘƣƠ܌ưᛠǉƀႊʴɟᬍƁ
ſ

ⓒே୍㤳ࡢḷࢆࡃࡎࡋᏐ࡛ẖᅇ㸲㹼㸳㤳⛬ᗘ
ㄞࡴㅮᗙ࡛ࡍࠋ

ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸳᭶㹼㸯㸮᭶㸶ᅇ࡛ᐇ

ࡋࡲࡍࠋ⌧ᅾ⏦㎸ࡳཷ୰㸟

㸨ཷㅮࢆᕼᮃࡉࢀࡿ᪉ࡣࠊୗグၥ࠸ྜࢃࡏඛࡲ࡛ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ


 



ṾਈभણງஂṾᴾ

 

σ͵ᜒࡈ ſǛƝኰʼᲛ
ʻׅƸŴžᘍ˖ဒᜒࡈ


ƂɭမƷ૨҄ǛჷǖƏᲛžȭǷǢ૰ྸƱ᪦ಏſƃĭ

ƂɭမƷ૨҄ǛჷǖƏᲛžȭǷǢ૰ྸƱ᪦ಏſ
ƃĬ


ᇹᲬׅᲢᲣƸŴȭǷǢƷ᪦ಏᲢȐǤǪȪȳᲣ
ƷဃڌǛᎮƖǇƠƨŵᜒࠖƷȐǤǪȪȳڌᎍȷ
ຓဋऔƞǜƕȭǷǢƴသܖƠƨᨥƷƓᛅƳƲ
ǋƠƯƘǕǇƠƨŵ˞ক᧓ƸȭǷǢƷƓᓑ܇Ʊ

ȭǷǢȳȆǣȸưᇌȑȸȆǣȸŴ˞কࢸƸȐǤ

σ͵Ჴဃ෨ܖ፼ਖ਼ᡶǻȳǿȸȷңਖ਼ᡶᛢ

ңщᲴ021 ඥʴᇌ߷ଐᩧ૨҄ʩ්ң˟


ᇹ  ׅᲢᲣƸŴӈƠƍൢͅȷםƷɶưဃǇǕƨȭ

ǷǢƳǒưƸƷ૰ྸǛ˺ǓǇƠƨŵȡȋȥȸƸŴȜȫǷȁ
ƱȖȪȌǤᲢȭǷǢǯȬȸȗᲣ
ŴኗᒧŴȓȍǰȬȃȈŵ
 
ȭǷǢЈ៲ƷᜒࠖȷȪȪǢƞǜƔǒ૨҄ኰʼƷƓᛅǛ
ᎥƖŴƓƍƠƍ૰ྸǋƍƨƩƖŴಏƠƘʩ්ưƖǇƠƨŵ

Ṿَऌैॉ؞ञठऊॎُஐಀ

ǪȪȳƷȝȭȍȸǺƴӳǘƤƯቇҥƳǹȆȃȗ
ư៉ǓŴԧǍƔƳᜒࡈƱƳǓǇƠƨŵ

ਸ਼ڱگಀ ॑ষṾ

ཎᨼưƸŴʻӭƔǒžဃ෨ܖ፼ſƱƍƏૼȆȸȞƴ
ӕǓኵǜưƍǇƢŵ
ǵȸǯȫኰʼƸŴବǒƠƘßᑶƍƬƺƍàƠᑶƷ
ǵȸǯȫǁӕƴƍƖǇƠƨŵ
Ӳܖ፼ŴࣱڡዮӳǻȳǿȸŴࠊऴإǳȸȊȸƳƲŴ
ࠊϋƷӲπσᚨưᣐࠋƠƯƍǇƢŵ
᩼ŴƓƴӕƬƯǈƯƘƩƞƍŵ
ࠊțȸȠȚȸǸǍǭȣȓȍȃȈϋƴǋਫ਼᠍ƠƯƍǇƢŵ
ବƔǒ˴ƔǛڼǊƯǈƨƍƱ࣬ƬƯƍǔ૾ƴƥƻƝኰʼƘƩƞƍᲛ


ବӭƔǒᘙኡƷዋƕ٭ǘ
ǓǇƠƨŵ
ᜒࡈȬȝȸȈǍǵȸǯȫ
ኰʼƷȚȸǸƔǒǤȡȸ
ǸƠƨǤȩǹȈưƢŵ
Ƣŵ
ŵ

ǈǜƳƷࠊൟʩ්ܖٻ

ƜƏǓǎƏӽ
ႸƕɧᐯဌưƝࠎஓƷ૾ƴŴ
Ⴘ
ƕɧᐯဌư
ưƝࠎஓƷ
Ʒ૾ƴ
ƴŴ
ƖǒǓȷƨƪƔǘ᪦٣༿Ǜ
ᣐࠋƠƯƍǇƢŵ
èࠊൟƷ૾Ӽƚ

ᇹᲲӭ

բƍӳǘƤᲴဃ෨ܖ፼ਖ਼ᡶǻȳǿȸࠊൟʩ් ̞ܖٻ6'.ᲴᲬ ϋዴᲴᲧŴᲧ

ǈǜƳƷࠊൟʩ්ܖٻ



ᇹᲳӭ



žဃ෨ܖ፼ƔǒƸơǇǔǇƪƮƘǓſǛႸਦƠŴࠊൟƱᘍƷңƴǑǓŴ
ƴǑǓŴ

ࠊƷƢǂƯƷᢿፙǍᚨưܱƢǔᜒࡈȷܴƳƲƷʙಅǛŴ

ࠊൟƴǘƔǓǍƢƘ੩̓ƢǔƨǊƷŴᇌ߷ࠊᐯƷဃ෨ܖ፼ೞನưƢŵ

ࠊൟ˖ဒᜒࡈ
˖˳ׇဒࡈᜒ
ᘍ˖ဒᜒࡈ



ȷࠊൟਖ਼ᡶۀՃƕ˖ဒŴܱƢǔᜒࡈ
ȷπѪƴࣖơŴࠊൟѣ˳ׇǍǵȸǯȫሁ



ʻׅƔǒŴ
ࠊൟʩ්ܖٻƷ
ƍǖǜƳᜒࡈǛ

ኰʼƢǔǑŰ

ƕ˖ဒ੩కŴܱƢǔᜒࡈ
ȷᘍƕ˖ဒŴܱƢǔᜒࡈ
ȷࠊൟǍ˳ׇƱңưܱƢǔᜒࡈ






ƂƸơǊǑƏᲛȝȸȫǦǩȸǭȳǰƃ

ᘍ



ᲢᲣᲴ᳸Ჴ 

ئᲴ௷߃ᅦᅍ˟ƆᅦᅍዮѦᛢƇ
ᜒࠖᲴனි˦ᢹƞǜ
ᲢଐஜȝȸȫǦǩȸǭȳǰң˟ˊᘙྸʙᲣ

   ᇵҾค܇ƞǜᲢӷң˟ᛐܭȞǹǿǳȸȁᲣ

ȝȸȫǦǩȸǭȳǰƬƯᲹᲹ


ᲬஜƷݦဇȝȸȫǛ̅ƬƯഩƘƜƱưŴܤμƴјྙƷᑣƍᢃѣ
 
јௐƕࢽǒǕǔǦǩȸǭȳǰƕưƖǔǑƏƴƳǓǇƢŵ
࢘ଐƸټൢƕᑣƘŴᡈƘƷٶઊ߷ඕ߷ưൢਤƪᑣƘᢃѣƠǇ
Ơƨŵᐯࠁ්ƷǦǩȸǭȳǰưᐐǛၘǊƨƷưദƠƍ૾ඥǛ៲
ƴƭƚƨƍŴښಮƴᛔǘǕƯɟደƴஹƨሁŴӋьƞǕǔྸဌƸ
ಮŷưƠƨƕŴႏƞǜჇгƴಏƠƦƏƴഩƍƯƍǇƠƨŵ

ࠊൟ

Ƃǳȸȩǹλᧉƃ

ȷȷᲢםᲣᲴ᳸Ჴ
ئᲴ᭗ܖ፼
ᜒࠖᲴဋȶႾɤƞǜᲢӳਦݰᎍᲣ
ǳȸȩǹǛڼǊƯǈƨƍƚǕƲŴƍƖƳǓӳׇƴ
λǔƷƸɧܤƱƍƏ૾ƷƨǊƷᜒࡈŵßಏᜧƕᛠǊ
ƳƘƯǋŴႆ٣ƷؕஜǛჷǒƳƘƯǋ
ǒƳƘƯ
ǒƳ
ƘƯǋ
ƘƯ
ǋ 1-àƱƍƏ
1- ƱƍƏ
Ə
ƜƱưŴƨƘƞǜƷӖᜒᎍ
ƕᨼǇǓǇƠƨŵ
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みんなの市民交流大学

第 10 号

市民交流大学って何？
「生涯学習からはじまるまちづくり」を目指し、市民と行政の協働により、

市のすべての部署や施設で実施する講座・教室などの事業を、
市民にわかりやすく提供するための、立川市独自の生涯学習機構です。

市民企画講座
団体企画型講座
行政企画講座

・市民推進委員が企画、実施する講座

こうりゅう君

・公募に応じ、市民活動団体やサークル等が
市民交流大学の
いろんな講座を
紹介するよ♪

企画提案、実施する講座
・行政が企画、実施する講座
・市民や団体と協働で実施する講座

銀でストラップづくりを楽しもう

市民

団体

奇術初心者講習会

～デザインを考え美しい自分だけのものを作る～

6/14・21・28、7/5・12・19（火）
19：00～21：00
場所：高松学習館
講師：立川市奇術愛好会の皆さん
マジックの基礎からわかりやすく
教えてくれる講座です。マジックの
技術だけでなく、見せ方まで教えてもらい、お披露目の
練習もしました。
修了者には、その後老人ホームや自治会などへボラン
ティアに行く機会も用意されています。

7/22・25、8/2 13：30～15：30
場所：女性総合センター
講師：野口晴夫さん（厚生労働省ものづくりマイスター）
子どもたちにモノづくりの楽しみや完成の喜び、工芸
への関心を持ってもらうために、企画しました。型を抜
く作業等、慣れない作業に苦労していましたが集中して
一生懸命取り組んでいました。３日間かけて、それぞれ
に思いのこもったストラップやペンダントができあが
り、皆さん笑顔で持ち帰っていました。

皆さんが熱心で、学びを地域に
返してゆく、そして自分自身が
笑顔で元気になる…
とてもすてきな事だと思います。

★「きらり・たちかわ」秋号(第３７号)を発行★
特集では、「生涯学習」というテーマに取り組んで
います。今号は生涯学習を実践してきた人との出会い
からの“自分再発見”です。
【生涯学習ガイド】では、様々な生涯学習の場を紹介
しています。
各学習館、女性総合センター、市政情報コーナーなど、
市内の各公共施設で配布しています。
是非、お手に取ってみてください。
市ホームページにも掲載しています。

【受講者の声】
おもしろかったです。
ハマりそうです。

市民交流大学NEWS
『市民交流大学パネル展』
10/20(木)～10/26(水)
本庁多目的プラザ
たちかわ市民交流大学の仕組
みや活動を、写真を使って分
かりやすく説明します。
是非ご覧ください。

目が不自由でご希望の方に、きらり・たち
かわ音声版を配布しています。
※市民の方向け

みんなの市民交流大学
問い合わせ：生涯学習推進センター市民交流大学係

TEL：528-687２

第 10 号
内線：6－6486、6－6485

