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富士見児童館　　　　　緯（525）9020
煙q低学年デイキャンプ＝８月９日午前１０
時から、定員４０人、有料

煙q収穫した夏野菜でランチを作ろう＝８
月２１日午前１１時から、定員１５人、有料

煙q玉ねぎ染めをしよう＝８月２８日午後１
時から、定員１５人、有料
錦児童館　　　　　　　緯（525）6684
煙にしき夏まつり＝８月２３日午後１時から、
有料

煙q錦・羽衣合同卓球大会＝８月２９日午後
２時から、定員１０人、有料
羽衣児童館　　　　　　緯（526）2336
煙はごろも夏まつり＝８月６日午後１時３０
分から、自由参加
煙夏休みおたのしみシアター＝８月１４日午
前１０時から、自由参加

煙ジェンガで遊ぼう＝８月２１日午後２時か
ら、自由参加

煙q錦・羽衣合同卓球大会＝８月２９日午後
２時から、定員１０人、有料
高松児童館　　　　　　緯（528）2925
煙qヤン・シルフェスティバル＝８月２２日・
２３日午後２時から、定員２２０人、有料
煙真夏もガンバル“火ばさみ隊”＝８月２８
日午後３時から、定員２２人

若葉児童館　　　　　　緯（536）1400
煙夏祭り＝８月１２日午後１時から、自由参加
煙qウオーターバトル＝８月３０日午後３時
から、定員３０人

煙q藍染体験＝８月２１日午後１時３０分から、
定員３０人、有料
幸児童館　　　　　　　緯（537）0358
煙ひだまりカフェ＝毎週月曜日午前９時３０
分から、有料
煙おはなしたまごさん＝８月２８日午後３時
３０分から、自由参加
煙きりんタイム＝毎週火曜日午前１０時３０分
から、自由参加
上砂児童館　　　　　　緯（535）1557
煙qミサンガを作ろう＝８月７日午前１０時
３０分から・午後２時３０分から、定員各１０
人、有料

煙てあとる上砂＝８月２１日午後２時から、
自由参加
西砂児童館　　　　　　緯（531）0433
煙qスイカわり大会＝８月１日午後２時か
ら、定員３０人

煙ファミリー天体観測会＝８月１７日午後７
時から

※富士見・羽衣児童館は、１０月１日から来年３
月末日まで大規模改修工事のため閉館します。

 

■立川の農業青年と交流してみ
ませんか？

　市の農業後継者組織「立川市農研会」
の独身会員が交流会を開催します。立
川産の野菜を使った食事を楽しみなが
ら、語らいの時間を過ごしませんかa
農業に関心のある２０歳以上の独身女性
の方s９月７日㈯午後５時からd市内
レストランg３，０００円l１５人（抽選）
q８月９日（必着）までに電話または、
はがきに住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、職業を書いて産業振興課農
業振興係・内線２６５０へ

■地域ものづくり力発見～夏休
み親子工場見学会

　水耕栽培による野菜作りを行ってい
る工場を見学し、先端技術を駆使した
ものづくりを体感しますa市内在住の
小学生とその保護者s８月２１日㈬渇午
前の部＝午前１０時～１１時３０分渇午後の
部＝午後１時３０分～３時d市内工場
（幸町１害１２害９）l各１０組２０人（申込
順）q７月２６日午前９時から電話で立
川商工会議所緯（５２７）２７００へ

■かみすな子育てひろば講座「親
子体操とママのエアロビクス」

　親子でいい汗をかいてみませんかa
２歳以上の子どもとその保護者s８月
２０日㈫午前１０時３０分～１１時３０分d上砂
児童館fスポーツインストラクター・
岩松裕子さんl２０組（申込順）q７月２５
日から電話で上砂児童館緯（５３５）１５５７
へ

■総合的見守りシステムと虐待
予防～たたかない　どならな
い子育てを

　市内の子どもに関わる関係機関は、
子育て家庭を見守り支援するために
「子ども支援ネットワーク」で連携し
ています。同ネットワーク全体会で虐
待予防と総合的見守りシステムについ
ての講演会を開催。午後２時から「総
合的見守りシステムについて」、午後３
時から「たたかない　どならない子育

催　　し
てを」a支援者・子育て中の市民の方
s７月３１日㈬午後２時～４時４０分（市
民の方の入場は午後１時５５分から）d
女性総合センターf育児情報誌編集
長・高祖常子さんk１５人程度（１歳～
学齢前、要申込）l４０人（申込順）q
午前１０時から電話で子ども家庭支援セ
ンター緯（５２８）６８７１へ〔保育を希望す
る方は７月２５日から受け付け〕

■「１日体験保育士」にご参加を
 

　夏休みの１日、「子育てひろば」で
ボランティア保育士を体験してみませ
んかa小・中学生、高校生で「小さな
子どもと遊ぶことが好き」「保育士にな
りたい」と考えている方s７月２９日㈪
～８月３０日㈮のうち、下表の子育てひ
ろばの開設日に実施q７月２５日から電
話で希望する子育てひろばへ
 

■創業支援セミナー
　事業を始めるための心構え、経営に

１日体験保育士申し込み先
電話番号場　所

緯（５２５）９０２０ふじみ子育てひろば
（富士見児童館）

緯（５２５）６６８４にしき子育てひろば
（錦児童館）

緯（５２６）２３３６はごろも子育てひろば
（羽衣児童館）

緯（５２８）２９２５たかまつ子育てひろば
（高松児童館）

緯（５３６）１４００わかば子育てひろば
（若葉児童館）

緯（５３５）１５５７かみすな子育てひろば
（上砂児童館）

緯（５３１）０４３３にしすな子育てひろば
（西砂児童館）

緯（５２８）４３３５ほほえみ子育てひろば
（女性総合センター）

緯（５２８）４３３５ひまわり子育てひろば
（砂川学習館）

緯（５２９）８６６４くるりん子育てひろば
（子ども未来センター）

qマークのある催しは
申し込み制です

必要な基礎知識、ビジネスプランの立
て方などを、演習やディスカッション
を通じて学ぶセミナーです。立川市チ
ャレンジショップ「コラボ」への入店
案内もあります。立川商工会議所・日
野市商工会・東大和市商工会・武蔵村
山市商工会・昭島市商工会と共催a今
後創業や開業を目指す方s９月７日・
１４日・２１日・２８日、１０月５日・１２日の
土曜日、午前９時３０分～午後４時３０分
（全６回）d立川商工会議所（曙町２
害３８害５）g５，０００円l７０人（申込順）q
７月２５日から電話で立川商工会議所緯
（５２７）２７００へ

■国立音楽大学「夏のコンサー
ト２０１３」

　曲はＣ．ドビュッシー「フルート、
ビオラ、ハープのためのソナタ」ほか
（予定）。入場無料、直接会場へa就
学前のお子さんはご遠慮くださいs８
月１日㈭午後２時３０分開場、３時開演
d国立音楽大学講堂大ホールw地域文
化課・内線２６３６

■立川市役所ロビーコンサート
　国立音楽大学学生による「ホルン四
重奏」をお送りします。曲はでんでん
虫「森隆一郎（編）」ほか（予定）。入
場無料。直接会場へs８月２３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

■松嵜日奈子展・松川佳代展
　●松嵜日奈子展～水中散歩　真綿を
使った立体アートの展示です。優しく
夢あふれる作品をお楽しみください
　●松川佳代展～光の風景と静物　国
営昭和記念公園のパステル風景画や花
の静物画を展示します。
s８月１１日㈰～２５日㈰、午前９時～
午後５時d市役所１階多目的プラザw
地域文化課・内線２６３６
 

■立川市認知症支援事業「セン
ター方式について学ぶ」

　認知症の高齢者に対する理解を深め、
介護の質の向上を図るため、「センター
方式（認知症の方のためのケアマネジ

高高齢齢期期をを
いいききいいききとと
高齢期高齢期をを
いきいき いきいきとと

メント方式）」の講習会を開催しますa
市内介護保険事業所に従事している方
s９月７日、１０月５日の土曜日、午前
１０時～午後４時（全２回）d至誠キー
トスホーム（幸町４害１４害１）g２，０００
円（資料代）l２０人（申込順）q電話
で至誠キートスホーム緯（５３８）２３２３へ

■今日からできる歯の手入れ
　口は健康と深い関係があり、歯の手
入れ次第で認知症予防もできます。歯
ブラシチェックをして、歯の健康を保
つ秘訣を学びませんかa６０歳以上の市
民の方s８月２３日㈮午後２時～３時３０
分d羽衣地域福祉サービスセンター
f歯科医師・金井克樹さんl２０人（申
込順）;歯ブラシ、タオルq７月２５日
から電話で南部東はごろも地域包括支
援センター緯（５２３）５６１２へ

■シルバー人材センター入会説明会
　前日までに申し込みの上、ご参加く
ださい。定員になり次第、締め切りま
すa市内在住の５７歳以上の方s８月２１
日、９月１８日の水曜日、午後１時から
dシルバー人材センター柴崎本部〔柴
崎町１害１７害７〕q電話で同センター
緯（５２７）２２０４へ
 

■消費生活講座
　qいずれも７月２５日から電話で生活
安全課消費生活センター係〔女性総合
センター内〕緯（５２８）６８０１へ
　●布ぞうりを作りましょう　不用に
なった生地を有効活用して、布ぞうり
を作りますs８月２７日㈫午後１時～４
時d女性総合センターfグループ・ベ
ターライフの皆さんg４００円（材料代）
k５人程度（１歳～学齢前）l２０人（申
込順）;浴衣やシーツなどの木綿生地
を５cm×１ｍ程度に切った布３０枚、
はさみ、かぎ針、ズボン着用
　●不用になったジーンズを使った袋
作り　総合リサイクルセンターに集ま
ったジーンズを使って、手提げ袋を作
りますs９月４日㈬午前１０時～午後３
時d女性総合センターfレッツ・ソー
イングの皆さんg５００円（材料代）k
５人程度（１歳～学齢前）l１０人（申
込順）;裁縫道具、昼食

消費生活センター

■イベント盛りだくさん！たち
かわ競輪場へ集合

　８月の開催ではご家族連れの方も楽
しめるイベントを多数実施します。開
催中のレースとともにお楽しみくださ
い。入場料は５０円（２０歳未満無料）。
２０歳未満の方だけの入場はできません。
くわしくは、たちかわ競輪場ホームペ
ージthttp://www.tachikawakeirin. 
jp/をご覧ください。
 

　●真夏のかき氷無料サービス　開催
中の３日間、午前１１時～正午。各日先
着１，０００人。
　●クイズラリー抽選会　女性、お子
さん限定でディズニーリゾートチケッ
トや映画観賞券が当たるクイズラリー
抽選会を実施します（先着１５０人）s
８月１０日㈯渇カード配布＝午後１時か
ら渇抽選＝午後１時～２時３０分
　●たちかわ競輪縁日　当日会場で東
日本大震災義援金に募金いただいた方
を対象とした縁日を実施します。「輪投
げ」、「パターゴルフ」などに参加でき、

８月９日㈮～１１日㈰
日刊スポーツ杯（ＦⅡ）

各種景品が当たりますs８月１１日㈰午
後１時～２時３０分
 

　●特別観覧席チャンスカード　特別
観覧席入場先着５００人を対象に抽選会
を実施しますs８月２２日㈭渇カード配
布＝午前１０時～１１時３０分渇抽選＝午後
０時２５分ごろ～２時
　●未確定車券抽選会　たちかわ競輪
第９Ｒ～第１１Ｒの未確定車券２，０００円
以上お持ちの方を対象に抽選会を実施
します（先着２００人）s８月２４日㈯午
後１時～２時
　w立川競輪場緯（５２４）１１２１

８月２２日㈭～２４日㈯
日刊スポーツ杯（ＦⅠ）

 

●８月９日（ＦⅡ、大宮ＦⅠ全Ｒを
併売）　 ●８月１０日～１１日（ＦⅡ、
富山記念全Ｒを併売）　 ●８月１２日
～１３日（富山記念全Ｒを場外発売）
●８月２２日～２３日（ＦⅠ）　 ●８月
２４日（ＦⅠ、小田原記念全Ｒを併売）

開催案内・レース結果緯０１８０（９９４）２２３～５
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■たちママ探検隊～子育て応援
マップを作りませんか

　「子育て応援マップ」は、子育てに
やさしい商店街を紹介しています。８
年目の今回は立川駅北口前の３商店街
を紹介。育児中のお母さんたちで構成
する「たちママ探検隊」が親子連れで
楽しく取材しながら作ります。見守り
保育もありますので、お子さんと一緒
に参加してみませんか。活動は９月～
翌年１月の土曜日。現地取材１回と、
女性総合センターでの編集ミーティン
グ４回程度を予定。くわしくは市ホー
ムページをご覧ください。第１回ミー
ティングは９月７日㈯午前１０時～正午
に女性総合センターで行いますa０歳
児～小学生を子育て中の方q８月２８日
までに電話で子育て推進課子育て推進
係・内線１３４０へ

■くらしに関するポスター
　平成２６年２月に女性総合センターで
開催予定の「第１２回くらしフェスタ立
川」で展示するポスターを募集します。
テーマはごみ・水・大気・自然保護な
どの「環境に関すること」や食・健
康・防災などの「日々のくらしに関す
ること」。絵の中には言葉も入れてくだ
さい。応募作品は、くらしフェスタ立
川の会場に展示し、優秀作品はポスタ
ーやチラシとして採用します（応募者
全員に参加賞あり）q９月２０日（必着）

募　　集
までに、四つ切り画用紙の表面に作品
を、裏面に住所、氏名、年齢（小・中
学生は学校名と学年も）、電話番号を書
いて直接、または郵送で、生活安全課
消費生活センター係〔〒１９０害００１２曙町
２害３６害２　女性総合センター内〕緯
（５２８）６８０１へ
 

■「乳幼児・義務教育就学児医
療証」現況届について

　乳幼児・義務教育就学児医療証の助
成対象の方で、所得などの確認が必要
な方（お知らせが届いた方）は、８月
２３日までに必ず現況届（年次更新手続
き）を提出してください。また、義務
教育就学児医療費助成における、所得
制限を超えている方に「受給資格消滅
通知」をお届けします。所得制限につ
いて、くわしくはお問い合わせくださ
いw子育て推進課給付係・内線１３４６

■環境ブック～皆さんの環境活
動をお知らせください

　市ではより多くの皆さんに環境への
関心を持っていただくために、毎年市
の環境実態や市民・市内事業所の皆さ
んの環境関連活動などを紹介する「た
ちかわし環境ブック」を発行していま
す。皆さんの環境活動のＰＲの場とし
て活用してくださいq９月２日までに
環境対策課（市役所２階）で配布して
いる「環境活動ＰＲ用紙」（市ホーム
ページからダウンロードも可）に必要

お知らせ

事項を書いて、Ｅメールかファクスで
環境対策課・内線２２４３ekankyoutais 
aku@city.tachikawa.lg.jpr（５２４）
２６０３へ

■被爆者健康手帳をお持ちの方
へ見舞金を支給します

　４月１日現在、被爆者健康手帳をお
持ちで、４月１日から引き続き市内在
住の方に見舞金を支給します。対象者
には関係書類を郵送しましたので、８
月１日（消印有効）までに直接、また
は郵送で福祉総務課調整係（市役所１
階）へ提出してください。なお、対象
者で関係書類が届かない方はお問い合
わせをw福祉総務課調整係・内線１４９０

■レンタサイクルの利用方法が
変わります

　多摩モノレール高松駅で試験的に運
用しているレンタサイクル事業につい
て、利用者からの要望などを踏まえ、
レンタサイクルに鍵を設置しました。
　鍵の設置に伴い利用方法が一部変更
となります。ご利用時に、名前と連絡
先等を指定の用紙にご記入いただく必
要があります。くわしくは現地の係員
か、交通対策課自転車対策係・内線２２８５
までお問い合わせください。
 

　子育てに関する立 
川市のサービス情報
を発信するWebサイト「ママフレ」を
公開しましたthttp://tachikawa-ci 
ty.mamafre.jp/（次のQRコードから

■子育て応援サイト「ママフレ」

８
月
の
行
事
予
定

アクセス可）。官民協働による作成で行
政サービスを「届出」「健康」「預ける」
などに分類して、分かりやすく掲載。
子育ての合間でも、知りたい情報をス
マートフォンなどで、簡単に探せます。
　子育てイベント情報サ
イト「いれたち・ねっと」
ともどもご活用ください。
w子育て推進課・内線

１３４０
 

　●平成２６年春入隊の自衛官　葛募集
対象①自衛官候補生（男子）②自衛官
候補生（女子）③一般曹候補生④航空
学生（①～③は１８歳以上２７歳未満の方、
④は２１歳未満で高卒または高卒見込み
の方）q②③④は９月６日までに自衛
隊立川出張所へ。①については同所へ
お問い合わせを葛採用説明会＝s８月
２日㈮正午から受け付け開始d立川グ
ランドホテル（曙町２害１４害１６）w自
衛隊立川出張所緯（５２４）０５３８
　●新卒応援！多摩プロジェクト「新
卒者向け合同企業説明会」　 東京しご
と財団は、市と立川商工会議所の共催
で合同企業説明会を実施します。参加
企業２０社程度a平成２６年３月に大学
院・大学・短大・高専・専修学校を卒
業予定の学生の方と既卒３年以内（平
成２３年３月以降卒業）の方s７月３０日
㈫午後１時～４時３０分〔午後０時３０分
～３時３０分受け付け〕d立川グランド
ホテル（曙町２害１４害１６）q電話で東京
しごとセンター多摩緯０４２（３２９）４５２４へ

官公署・その他

備考主催・問合先場所時間行事名日（曜日）

w地域文化課・内線２６３６国立音楽大学午後３時から国立音楽大学「夏のコンサート２０１３」１１１１１１１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日日日日日日日１日 木
w国体推進室・内線３２８６グランデュオ４階午後２時～３時ゆりーとダンスを踊ろう！１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００日日日日日日日日日日日日日日日日１０日 土

２５日まで開催w地域文化課・内線２６３６市役所午前９時～午後５時松嵜日奈子展・松川佳代展１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日日日日日日日１１日 日
w柴崎学習館緯（５２４）２７７３柴崎学習館午後１時３０分～３時３０分子どもから大人まで「絵本から考える平和・被爆

者のおはなし」１１１１１１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４４４４４４日日日日日日日日日日日日日日日日１４日 水

w高松学習館緯（５２７）００１４高松学習館午後１時３０分～２時３０分平和アニメ映画会「夏服の少女たち～ヒロシマ・
昭和２０年８月６日」１１１１１１１１１１１１１１１１５５５５５５５５５５５５５５５５日日日日日日日日日日日日日日日日１５日 木

要申込w歴史民俗資料館緯（５２５）０８６０歴史民俗資料館午前１０時～午後０時３０分夏休み工作体験「竹細工作り」
１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７日日日日日日日日日日日日日日日日１７日 土 要申込w柴崎学習館緯（５２４）２７７３柴崎学習館午前１１時１０分～午後３時

３０分
映画「世界は恐怖する　死の灰の正体」と第五福
竜丸事件から平和を考える

要申込w砂川学習館緯（５３５）５９５９砂川学習館午前１０時～午後１時戦時下の砂川と食事情１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８日日日日日日日日日日日日日日日日１８日 日
要申込w健康推進課緯（５２７）３２７２健康会館午前１０時～１１時３０分キラキラ★歯育て～１歳から始める親子歯みがき

教室
２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００日日日日日日日日日日日日日日日日２０日 火

要申込w上砂児童館緯（５３５）１５５７上砂児童館午前１０時３０分～１１時３０分かみすな子育てひろば講座「親子体操とママのエ
アロビクス」

w多摩川図書館緯（５２５）６９０５多摩川図書館午後３時から夏休みえいが会２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日日日日日日日２１日 水
w中央図書館緯（５２８）６８００中央図書館午後３時３０分～４時１５分いちど入ったら出られない 史上最恐のおはなし会２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日日日日日日日日日日日日日日日２２日 木
w地域文化課・内線２６３６市役所午後０時２０分～０時５０分立川市役所ロビーコンサート

２２２２２２２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３３３３３３３日日日日日日日日日日日日日日日日２３日 金 要申込w南部東はごろも地域包括支援
センター緯（５２３）５６１２

羽衣地域福祉サービ
スセンター午後２時～３時３０分今日からできる歯の手入れ

要申込w幸学習館緯（５３４）３０７６幸学習館午後２時～４時いろんなお仕事のぞいちゃおう！旅行会社編

要申込w錦図書館緯（５２５）７２３１錦学習館午後３時～４時子どもも大人も大笑い！第２回錦図書館「寄席」２２２２２２２２２２２２２２２２５５５５５５５５５５５５５５５５日日日日日日日日日日日日日日日日２５日 日
要申込w消費生活センター緯（５２８）６８０１女性総合センター午後１時～４時消費生活講座「布ぞうりを作りましょう」

２２２２２２２２２２２２２２２２７７７７７７７７７７７７７７７７日日日日日日日日日日日日日日日日２７日 火 w上砂図書館緯（５３５）１５３１上砂会館午後３時～４時夏の工作教室

要申込w高松図書館緯（５２７）００１５高松学習館午前１０時～正午夏休み工作教室「作ってみよう！やじろべえ」２２２２２２２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８８８８８８８日日日日日日日日日日日日日日日日２８日 水
要申込w生涯学習推進センター緯（５２８）

６８７２女性総合センター午後１時～５時市民企画講座「放射線を学ぶ」３３３３３３３３３３３３３３３３１１１１１１１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日日日日日日日３１日 土
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