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■立川ワークチャンスフェア
２０１２

市はハローワーク立川や関係機関と
共催で、就職面接会とセミナーを開催
します。就職面接会には、市内と近郊
自転車の安全な乗り方を学びません
か。交通安全の話やＤＶＤ上映のほか、 から企業２５社が参加予定。くわしくは
ハローワーク立川のホームページをご
自転車シミュレーターによる運転体験
覧ください葛就職面接会＝s１２月１２日
もできます。反射材などのプレゼント
を用意しています。立川警察署・立川
㈬午後１時３０分～４時d立川商工会議
国立地区交通安全協会と市の共催a市
所（曙町２害３８害５ビジネスセンター
ビル１１・１２階）葛若年求職者対象セミ
内在住の小学生以下の子どもと保護者
（必ず保護者同伴）s１２月２３日祝午前
ナー「面接で『特Ａ』を取る」＝s１２
月１２日㈬午前１０時３０分～正午fビジネ
１０時 ～１１時d市 役 所１０１会議室l３０組
（申込順）q１２月２１日までに立川警察
スサポート会社代表・坪田まり子さん
署交通総務係緯（５２７）０１１０へw市交通
l１００人（申込順）q電話でハローワ
ーク立川緯（５２５）８６２５へw市産業振興
対策課・内線２２７９
課・内線２６４４

■親子自転車教室

■クリスマスみんなで楽しもう～
手品＆腹話術

■立川市役所ロビーコンサート

地域の方が手品・腹話術・紙芝居を
実演します。簡単な手品や仕掛けの作
り方も学べますa４歳以上（学齢前の
子どもは保護者同伴）s１２月２２日㈯午
後２時～３時dこぶし会館l３０人（申
込順）q１１月２７日から直接、または電
話で幸図書館緯（５３６）８３０８へ

市役所１階ロビーにて、バイオリン
とピアノによる「トリオ・デフレール
クリスマスコンサート」を開催しま
す。曲は「花のワルツ」
「私のお気に
入り」ほか（予定）s１２月２１日㈮午後
０時２０分～０時５０分d市役所１階多目
的プラザw地域文化課・内線２６３６

■情報検索のためのアクセスガ
イド～情報が見つからないも
やもやを解消

■たまがわ・みらいパークの催し

dたまがわ・みらいパーク（旧多摩
川小）qマークの催しは電話か、参加
者名・学年・保護者名・電話番号を書
調べ物のある方に適切な資料や情報
いてファクスで緯r（８４８）４６５７へ。そ
を探すお手伝いをする、図書館のレフ
ァレンスサービスをご存じですか。こ
のほかの催しは直接会場へwqと同じ、
の講座では、中央図書館のレファレン
または子育て推進課・内線１３４０
ス室の資料やデータベースなどを使っ
●q万華鏡で遊ぼう 身近なものを
て情報を入手する方法を学びますs
使って万華鏡を作りますa小・中学生
（小学生以下は保護者同伴）s１２月１
１２月２０日㈭午後２時～４時d中央図書
館f市図書館レファレンス担当職員l
日㈯午後１時～４時l１０人（申込順、
１１月２８日までに）
１０人（申込順）q１１月２７日午前１０時か
ら電話で中央図書館緯（５２８）６８００へ
●qつくろう！あそぼう！あやつり
人形 a小・中学生（小学生以下は保
■図書館でできるビジネス相談
護者同伴）s①１２月２日、②１２月９日
の日曜日、午後１時～４時l各１０人（申
図書館と産業振興課が連携し、意見
交換会とビジネス相談会を開催しま
込順、①は１２月１日、②は１２月７日ま
す。図書館での企業情報・仕事・業種
でに）
動向の調べ方なども紹介しますa就
●qみんなのサロン「ふれあいサー
職・創業・経営などに関して知りたい、 クル」 健康体操、脳トレ、ゲーム、
相談したいことがある方s１２月１３日㈭
話し合いで仲間づくりa高齢者向け
午後１時３０分～４時d中央図書館f市
s１２月８日㈯午後１時３０分～３時３０分
産業振興課職員、市図書館職員l１５人
g５０円（お菓子代）l２５人（申込順、
（申込順）q中央図書館緯（５２８）６８００
開催日の前日までに）
へw産業振興課商工振興係・内線２６４４
●みんなのサロン 転倒防止の健康
体操と軽食を食べる会a高齢者向けs

緯（525）9020 若葉児童館

s１２月１日㈯午前１１時～午後５時d立
川北口農産物直売所（シネマ・ツー裏）
w産業振興課農業振興係・内線２６４９

■介護教室「高齢期の最新住宅
事情」

開催案内・レース結果緯０１８０
（９９４）
２２３～５

有料老人ホームやサービス付き高齢
者住宅について、事前に確認しておく
べきポイントや費用のことなど、最新
の住宅事情などを学んでみませんかa
市内在住・在学・在勤の方s１２月１３日
㈭午前１０時～１１時３０分d高松学習館f
民間介護施設紹介センター・立花浩平
さんl３０人（申込順）q中部たかまつ
地域包括支援センター緯（５４０）２０３１へ

■おもちゃの病院
壊れたおもちゃを修理します。１世
帯２点で先着４０点まで。壊れた部品な
ども一緒にお持ちください。部品代が
かかる場合は実費負担です。直せない
ものもあります。直接会場へa市内在
住の方s１２月１５日㈯午後１時～３時d
女性総合センター w生活安全課消費
生活センター係緯（５２８）６８
０
１

煙おたのしみシアター＝１２月１
２日午後２時
３
０分から

幸児童館

緯（537）0358

煙 中 学 生LongTi
me＝１２月 ７ 日 午 後 ５ 時
から
羽衣児童館
緯（526）2336
煙“年忘れ”大そうじ大作戦！＝１２月２
７日
午後２時３０分から
煙qおしゃれキャンドル作り＝１２月５日午
前１
０時から、定員１
５人、有料
上砂児童館
緯（535）1557
煙qクリスマスカード作り＝１２月６日～８
煙qクリスマスツリー作り＝１２月５日午後
日午後２時３
０分から、定員２０人
３時から、定員１０人
煙おたのしみシアター＝１２月２７日午前１０時
煙qクリスマスカード作り＝１２月１２日午後
からと午後２時から
３時から、定員１０人
高松児童館
緯（528）2925 煙qクリスマスリース作り＝１２月１９日午後
３時から、定員１０人
煙qクリスマス会＝１
２月２２日午後２時から、
西砂児童館
緯（531）0433
定員１
００人
煙qベビーマッサージ＝１
２月１３日午前１
０時 煙qクリスマスカードを作ろう！＝１
２月１９
と午前１
１時から、各定員１０人、有料
日午後２時３０分から、定員３０人
煙みんなで大そうじ！＝１２月２８日午後２時 煙qクリスマスツリーを作ろう！＝１
２月２１
から
日午後２時３０分から、定員１２人、有料
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■立川競輪場で姉妹都市大町市
の物産展
グレードレースの競輪祭（ＧⅠ）の
場外発売にあわせて、長野県大町市の
特産品を多数販売します。入場無料。
直接会場へs１２月１日㈯・２日㈰、午
前１０時～午後４時３０分d立川競輪場w
事業課・内線４０２３

●１１月２６日～２８日（宇都宮ＦⅠ全Ｒ
を場外発売） ●１１月２９日～１２月２
日〔競輪祭（小倉）全Ｒを場外発売〕

歴史民俗資料館の催
歴史民俗資料館の催し
qw歴史民俗資料館緯（５２５）０８６０

■体験学習「餅つきと鏡餅作り」
歳末の伝統行事を体験してみません
かa市内在住の小学生以上の子どもと
保護者（大人のみの参加も可）s１２月
１６日㈰午前１０時～午後０時３０分d歴史
民俗資料館f立川民俗の会の皆さんg
子ども３００円、大人５００円（材料代）l３０
人（申込順）;スカーフ（バンダナ）、
エプロン、タオルq１１月２５日から電話
で同館へ

■月替わりミニ展示（第２回）

収蔵資料の中から月替わりでテーマ
を設けてミニ展示をします。今回は黒
電話などの通信機器に関する資料を約
１０点ほど紹介します。直接会場へs１２
■立川北口農産物直売所感謝祭
月８日㈯～平成２５年１月１１日㈮午前９
時～午後４時３０分〔年末年始を除く。
新鮮な野菜を多数販売。地場野菜９０
〕d
円セールや景品が当たる抽選会のほか、 月曜日休館（祝日の場合は翌日）
豚汁の試食会も行います。直接会場へ
歴史民俗資料館

地域文化振興財団
w立川市地域文化振興財団
緯（５２６）１３１２

■立川市民オペラ公演２
０１
４歌劇
「アイーダ」ソリスト募集

緯（536）1400

２月５日午後２
煙qキャンドルを作ろう＝１２月１２日午後２ 煙花びら落下傘を作ろう＝１
時３０分から
時３
０分から、定員１
５人
煙qポップアップカードを作ろう＝１
２月１９ 煙紙ブーメランを作ろう＝１２月１２日午後２
時３０分から
日午後２時３
０分から、定員２０人
煙卓球ラリー選手権＝１２月２６日午後２時か
錦児童館
緯（525）6684
ら
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１２月１５日㈯午前９時～正午g１００円（材
料代）;運動靴、タオル
●絵てがみ教室 野菜・果物・花な
どを見て、絵を描きますs１２月４日・
１８日の火曜日、午前１０時～正午
●子育てひろば お弁当持参で、た
っぷり遊べます。１２月２１日㈮はクリス
マス会をしますa乳幼児と保護者s１２
月７日・１４日・２１日の金曜日と１２月９
日㈰、午前１１時～午後３時
●q陶芸教室 陶芸・陶板記念プレ
ート作りs１２月８日・２２日の土曜日、
午後１時３０分～３時３０分g子ども５００
円、大 人８００円（材 料 代）l２０人（申
込順、開催日の前日までに）
●フリー談話室「さぼう」 自由に
参加できる交流の場s毎週土曜・日曜
日、午前１０時～午後３時

qマークのある催しは
申し込み制です

富士見児童館

広報

立川市民オペラ公演2009歌劇「アイーダ」より
C長澤直子

３害３害２０ 立川市市民会館内）へ

■親子で楽しめる舞台「りんご
の木」
たちかわ演劇祭実行委員会は、長年
お世話になった立川市市民会館に感謝
を込めて、改修前イベント「ありがと
う公演～りんごの木」を開催s１２月９
日㈰午後１時からと午後４時から（２
回公演）d立川市市民会館小ホールg
全席自由１，
５００円（小学生５００円、未就
学児無料、８月の演劇祭の半券をお持
ちの方は５００円）q立川市市民会館緯
（５２６）１３１１へ

■財団どこでもステージ

いずれも直接会場へ。
平成２６年３月１５日㈯・１６日㈰に開催
●こぶしファミリーコンサート ム
する市民オペラ公演のソリストを募集
ード歌謡バンドや松下克さんのギター
します。くわしくは立川市民オペラの
演奏、国立音学大学卒業生の金管五重
会事務局ホームページtht
t
p:
//www. 奏s１２月２日㈰午後１時３０分から（午
t
achi
kawachi
i
ki
bunka.
or.
j
p/ope 後１時開場）dこぶし会館
r
a/
をご覧ください。募集要項もここ
●立川つまみぐいウォーキングVol
.
からダウンロードできます葛応募資格
４ 出演は国立音学大学卒業生の金管
五重奏「ＳＳＢＱ」s１２月８日㈯午前
＝音楽専門課程を修了した方、これに
相当する能力のある方（年齢不問）な
１１時～１１時２０分、正午～午後０時２０分
ど葛オーディション＝募集役は、アイ
※荒天中止d㈱ホーミー（富士見町２
ーダ、アムネリス、ラダメス、アモナ
害１２害３）
ズロs平成２５年１月９日㈬d立川市市
●五月会クリスマスコンサート ポ
民会館大ホールg５，
ップ・インストゥルメンタルバンド「西
０００円q参加申込
多摩社中」の演奏s１２月１６日㈰午後１
書に必要事項を書いて、
１２月２１日㈮（必
着。持参の場合は午後５時）までに直
時３０分～２時３０分（午後１時開場）d
接か郵送で同事務局（〒１９０害００２２錦町
西立川児童会館（富士見町１害２３害６）
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お知らせ

広報

２１１１
立川市役所（〒１９０－８６６６）立川市泉町１１５６－９ 察
（５２３）
（代表）

■子育ち・子育て応援活動紹介
レポートを募集

お知らせ
■土地・家屋調査を実施中
市は現在、来年度の固定資産税の課
税に必要な評価額を決めるため、新築
や増築した家屋と土地の現況調査を行
っています。身分証明書を携帯した市
職員が家屋の間取りや仕上げ材を確認
したり、宅地内や畑などに立ち入らせ
ていただいたりすることがありますの
で、ご協力をお願いします。なお、平
成２４年１月２日以降土地の利用状況に
変更のあった方は土地係まで、従来の
家屋を取り壊した方で滅失登記が済ん
でいない方は家屋係までご連絡くださ
いw課税課土地係・内線１２１６、家屋係・
内線１
２２２

市は、市内で子どもや子育ち・子育
てに携わる団体やグループを対象に、
活動の現況を紹介するレポートを募集
します。レポートは、冊子にまとめ、
子ども未来センターのオープンを記念
して開催する「立川の子育ち・子育て
応援団体パネル展」
（１２月２５日～平成２５
年１月１５日）や、「夢たちフォーラム★
２０１３」
（１月１２日）の会場などで配布し
ますq１
２月１０日（必着）までに、所定
の応募用紙〔子育て推進課（市役所１
階）で配布。市ホームページからもダ
ウンロード可〕に必要事項を書いて、
郵送かファクス、Ｅメールで子育て推
進課・内線１３４０r（５２８）
４３５６ekosoda
t
esui
shi
n@ci
t
y.
t
achi
kawa.
l
g.
j
pへ

書式での証明の取り扱いはできません
葛交付手数料＝①４５０円②③７５０円④～
⑦２００円葛申請に必要な物＝運転免許
証・パスポートなどの本人確認書類。
印鑑登録証明書請求には、印鑑登録証
か印鑑登録をしている立川市民カード
が必要です。くわしくはお問い合わせ
をw市民課管理係・内線１３６０

■ＪＲ中央線の切換工事による
運休
１２月１５日㈯
午後７時４０分ごろ～終電
１２月１６日㈰
初電～午前６時５０分ごろ

ＪＲ中央線は、国立駅新上り線切換
工事のため、上記期間、国分寺～立川
間の列車が大幅に運休となります。運
休時間帯にはバス代行輸送、他輸送機
■市内２か所の郵便局で各種証
■ひとり親家庭等医療費助成～
関への振替乗車を実施します。工事時
明書を発行しています
新たに申請の方はお早めに
間帯中に列車を利用する方はご注意く
ださい。くわしくは駅や車内のポスタ
葛取り扱い郵便局＝立川栄郵便局
所得制限により、これまでひとり親
親 医療証）を受け
ー、リーフレットなどをご覧ください。
（栄町２害４５害６）、立川柏町郵便局
家庭等医療費助成（○
（柏町４害５１害１）葛取り扱い時間＝
ることができなかった方も、所得状況
w葛事業全般について＝市都市計画
が変わったことで要件を満たし、来年
月曜～金曜日（祝日・年末年始を除く）、 課・内線２３６５葛列車の運行について＝
から助成の対象となる場合があります。 午前９時～午後４時葛取り扱う証明書
Ｊ Ｒ 東 日 本 電 話 案 内 専 用 窓 口 緯０５０
親
助成を受けるには申請が必要です。○
（２０１６）１６２０〔電話案内開設期間：１２
＝①戸籍の全部事項証明書（謄本）
・
月８日㈯～１４日㈮午前９時～午後６時、
個人事項証明書（抄本）②除籍謄本・
医療証の年度切り替えは１月１日です
１２月１５日㈯午前９時～１６日㈰午前１時、
抄本③改製原戸籍謄本・抄本④戸籍の
ので、１
２月２８日までに申請をお願いし
１６日㈰午前４時～９時〕
附票の写し⑤住民票の写し⑥課税（非
ます。申請が遅れると、申請日からの
課税）証明書⑦印鑑登録証明書葛請求
助成となりますのでご注意ください。
■地区図書館の臨時休館
親 医療証をお持ちで今年度
なお、現在○
できる方＝①～④本人および同一戸籍
の方⑤本人および同一世帯の方⑥⑦本
の現況届を既に提出された方は、改め
特別整理期間（蔵書点検）のため、
人のみ。委任状持参の方や、手数料免
て申請する必要はありませんw子育て
地区図書館（柴崎・上砂・幸・西砂・
除となる証明書、請求者が持ち込んだ
多摩川・高松・錦・若葉）は１２月５日
推進課・内線１３４５

日（曜日）

１日
１日 土
２日
２日 日

１
２
月
の
行
事
予
定

凡例

行事名

時間

場所

㈬～８日㈯まで休館します（中央図書
館は通常通り開館）w中央図書館緯
（５２８）６８００

■道路美化活動ボランティア
「ロードサポーター」募集
地域住民の団体や企業など、グルー
プで市道の美化活動を行うボランティ
アを募集します。活動内容は、道路の
ごみ拾いや街路樹の落ち葉清掃など。
市はボランティア保険への加入や物品
の支給、用具貸与などの支援をします
a継続的に活動できる５人以上の団体
q道路課（市役所２階）で配布の申込
書に必要事項を書いて、直接同課・内
線２４０１へ

■こんぴら橋会館・天王橋会館
の休館
空調機改修のため、こんぴら橋会館
と天王橋会館は以下の通り休館します。
くわしくはお問い合わせください。
●こんぴら橋会館 葛休館期間＝平
成２５年１月７日㈪～３月３
１日㈰葛休館
中の利用申し込み＝砂川学習館〔月曜・
水曜・金曜日、午前９時～午後４時
（正午～午後１時を除く）〕へ
●天王橋会館 葛休館期間＝平成２５
年１月４日㈮～３月３
１日㈰葛休館中の
利用申し込み＝一番組公会堂（一番町
２害３害４）〔月曜・水曜・金曜日の午
前９時～午後４時（正午～午後１時を
除く）〕へ
w生涯学習推進センター緯（５２７）
５７５７

主催・問合先

立川北口農産物直売所感謝祭

午前１１時～午後５時

立川北口農産物直売所
（シネマ・ツー裏）

w産業振興課・内線２
６４
９

姉妹都市大町市の物産展

午前１０時～午後４時３０分

立川競輪場

w事業課・内線４
０２
３

幸町健康フェア

午前９時３０分～正午

幸学習館

w健康推進課緯（５
２
７）３２
７
２

砂川地区健康フェア

午前９時３０分～午後２時

九小

w健康推進課緯（５
２
７）３２
７
２

備考

２日も開催
受け付けは午後１時まで

にしきこども映画会

午後２時３０分から

錦学習館

w錦学習館緯（５
２７）６
７
４３

５日
５日 水

クリスマス子どもお楽しみ会 映画会「劇場
版忍たま乱太郎～忍術学園全員出動！の段」

午後３時～４時３０分

高松学習館

w高松学習館緯（５
２
７）００
１
４

７日
７日 金

簡単、手作りピザ

午前１０時～正午

錦学習館

w錦学習館緯（５
２７）６
７
４３

８日
８日 土

月替わりミニ展示（第２回）

午前９時～
午後４時３０分

歴史民俗資料館

w歴史民俗資料館
緯（５
２５）０
８
６
０

おもちゃ図書館「ぱれっと」クリスマス会

午後１時３０分～２時３０分

柴崎学習館

w柴崎学習館緯（５
２
４）２７
７
３

クリスマス子どもお楽しみ会 絵本・紙芝居・手遊び

午後３時～４時

高松学習館

w高松学習館緯（５
２
７）００
１
４

おもちゃの病院

午後１時～３時

女性総合センター

w生活安全課緯（５
２
８）６８
０
１

イクメン講座☆パパチャレ！パパサンタのお
もちゃ工房

午後１時～４時

西砂学習館

w西砂学習館緯（５
３
１）０４
３
１

要申込

ママ＆キッズのお楽しみ♪おもちゃと友だち
になろう！０歳からのおもちゃ講座

午後１時３０分～３時

西砂学習館

w西砂学習館緯（５
３
１）０４
３
１

要申込

１６日 日

餅つきと鏡餅作り

午前１０時～
午後０時３０分

歴史民俗資料館

w歴史民俗資料館
緯（５
２５）０
８
６
０

要申込

１９日 水
２０日 木
２１日 金
２２日 土
２３日 祝
２７日 木

クリスマス子どもお楽しみ会 幼児向けおはなし会

午前１１時～１
１時３０分

高松学習館

w高松学習館緯（５
２
７）００
１
４

情報検索のためのアクセスガイド

午後２時～４時

中央図書館

w中央図書館緯（５
２
８）６８
０
０

立川市役所ロビーコンサート

午後０時２０分～０時５０分

市役所

w地域文化課・内線２
６３
６

クリスマスみんなで楽しもう～手品＆腹話術

午後２時～３時

こぶし会館

w幸図書館緯（５
３６）８
３
０８

要申込

親子自転車教室

午前１０時～１
１時

市役所

w交通対策課・内線２
２７
９

要申込

お雑煮を作ろう～親子で楽しむ西と東の味くらべ

午前１０時～午後１時

幸学習館

w幸学習館緯（５
３４）３
０
７６

要申込

時 ･･･日時

費 ･･･費用

１１日 火
１２日 水
１５日 土

対 ･･･対象

場 ･･･場所

師 ･･･講師

保 ･･･保育

定 ･･･定員

持 ･･･持ち物

申 ･･･申し込み

要申込
１月１１日まで、月曜休
館（祝日の場合は翌日）

要申込

問 ･･･問い合わせ

