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■交通安全講習会
交通事故防止を図るため、市は立川
国立地区交通安全協会と協力して「交
通安全講習会」を開催します。日程と
会場は下表の通り。いずれも時間は午
後７時から。直接会場へw立川国立地
区交通安全協会事務局緯（５２２）７２５９、
市交通対策課交通企画係・内線２２８０

交通安全講習会
日 程
８月２９日木
９月２日月
９月３日火
９月４日水
９月９日月
９月１０日火
９月１１日水
９月１３日金
９月１７日火
９月１８日水

会 場
羽衣中央会館
高松会館
錦学習館
柴崎会館
上砂会館
九小体育館
若葉会館
さかえ会館
滝ノ上会館
二小家庭科室

天中止、小雨決行）
。ボランティアス
タッフも募集中a渇参加者＝小学１年
～中学３年生（未就学児は要相談）渇
ボランティアスタッフ＝高校生・大学
生・大学院生s８月２４日㈯午前１０時～
午後４時３０分d多摩動物公園g交通費
自己負担。高校生以上４８０円（入場料）
l渇参加者＝５０人（申込順）渇ボラン
ティア＝２
５人（選考）q参加者・ボラ
ンティアとも、８月１６日までにＥメー
ルで件名に「たまレンジャー参加申し
込み」、本文に参加者名、学校名、学年、
住所、電話番号、緊急連絡先を書いて、
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■いちばん子育てひろば講座
「ベビーマッサージ」

■八ヶ岳山荘バスツアー
☆富士五合目＆富岳風穴、巨峰食べ放
題＆白樺リゾート黄金アカシアの森
世界遺産に登録された富士山の五合
目を散策し、富岳風穴で残暑を吹き飛
ばしましょう。
a市内在住・在勤・在学の方とその
家族s９月２４日㈫、ファーレ立川集合。
午前８時出発（１泊２日）渇１日目＝
立川～黄金アカシアの森（散策）～割
烹料理店（昼食）～みそ蔵（見学・試
食）～清泉寮～八ヶ岳山荘（宿泊）渇
２日目＝八ヶ岳山荘（午前９時）～御
坂（巨峰狩り食べ放題）～漬け物セン
ター～富士山五合目（散策・自由昼食）
～富岳風穴（見学）～ワインセラー
（試飲）～立川（午後６時３０分着予定）
g大 人１４，
８００円（６５歳 以 上 の 方 は
１３，
８００円、４歳～中学生は１１，
８００円）
l４８人（申込順、最少催行人員３５人）
q８月１０日午前９時から電話で八ヶ岳
山荘緯０５５１（４８）２３０９へ

！
■それいけ！たまレンジャー！
i
n多摩動物公園～動物博士に
なろう！
多摩地域の自然・環境・歴史に触れ
ながら、子どもたちと保護者、ボラン
ティアで多世代交流を楽しむ「たまレ
ンジャー」
。今回は多摩動物公園（日
野市）で動物の生態を学びながら、自
分だけの動物園マップを作ります（雨

赤ちゃんとのスキンシップ後、助産
師と参加者の交流会もありますa生後
７か月程度の乳児と保護者s９月４日
㈬午後１時３０分～３時dいちばん子育
てひろば（一番町４害６２害３立川市営
一番町北住宅内）f助産師・河房子さ
んg２００円（オイル代）
l１２組（申込順）
q８月１２日から直接、または電話でい
ちばん子育てひろば緯（５６０）６２０２へ

■講座「あっ、あぶない！
子どもの事故を防ぐには？」
小さな油断で起こってしまう家庭
内・外での事故やけがの防止策につい
て学びませんか。赤ちゃんの人形を使
った心臓マッサージの体験もできます
a０歳～１歳児の保護者s９月３０日㈪
午後２時～４時１５分d子ども未来セン
ター f市内小児科医・小口薫さんk８
人程度（１歳～学齢前）
l１５人（申込順）
q８月２０日午前１０時から電話で子ども
未来センター子育て支援事務室緯
（５２９）８６６４へ

■看護師再就職相談フェア～ア
ロマの香りの中で就職相談
市は、立川市医師会と共催で看護師
の就職相談会を開催します。市内の医
療機関の担当者から施設概要・採用情
報について聞いたり、東京都ナースプ
ラザの専門相談員に再就職の悩み相談
などもできます。参加医療機関は、市
ホームページをご覧くだ
さい（サイト内検索で「立
川市看護師再就職」と入
力。右ＱＲコードからア

w国体推進室・内線3286

■ バスケットボール少年男子
東京都代表チームの強化試
合を泉市民体育館で開催
少年男子東京都代表チームが国体
での活躍を目指し、下記の日程で強
化試合を行います。試合は、東京都・
山 形 県・神 奈 川 県・静 岡 県・新 潟
県・兵庫県の代表６チームで行われ
ます。２階ランニング走路からの立
ち見のみですが、自由に観覧できま
す。来館の際は、室内履きをお持ち
くださいs８月１１日㈰午前１０時から、
８月１２日㈪・１３日㈫午前９時３０分か
らd泉市民体育館
く わ し く は、ス ポ ー ツ 祭 東 京
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2013立川市実行委員会のホーム
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■国体警備訓練を実施
９月に開催するスポーツ祭東京
2013（第６８回国民体育大会）に備
えて、自転車競技（トラック・レー
ス）の競技会場である立川競輪場で、
国体警備訓練を実施します。この訓
練は立川警察署の協力を得て、大会
運営に携わる職員などが参加します。
警察犬による不審者制圧演技なども
行います。見学自由。直接会場へs
８月３０日㈮午前１０時３０分～１１時ごろ
d立川競輪場

e ・・・Eメールアドレス HP・
・・ホームページアドレス

クセス可）。服装自由、履歴書不要。待ち
時間にできるアロマスプレー作りの無
料講習会があります（先着４０人、アロ
マスプレーはお持ち帰りできます）。直
接会場へa看護師または准看護師の資
格をお持ちの方s８月３０日㈮午後１時
～４時d女性総合センター kありw
市健康推進課地域支援係緯（５２７）３２７２
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消費生活センター
■おもちゃの病院

子どもたちの物を大切にする心を育
てるため、壊れたおもちゃを修理しま
■商店街食べ飲み歩きエンター
す。１世帯２点で先着４０点まで。壊れ
テイメント～立川バル街
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。
これまで知らなかった商店街の魅力
直せないものもあります。直接会場へ
的な店を発見できる、食べ飲み歩きイ
ベント。立川駅北口の飲食店３０店舗が、 a市内在住の方s８月２４日㈯午後１時
自慢のおつまみ１品とドリンク１杯を
～３時d女性総合センター w生活安
用意しています。参加者は、地図を片
全課消費生活センター係緯（５２８）６８０１
手に気になるお店４店を回ります。チ
■消費生活講座「どうして私は
ケットは当日使い切れなくても「後バ
忙しいの？ 振り返ってみま
ル」期間中に金券として使用できます。
しょう」
アニメキャラクターの限定コースター
プレゼントなど、お店ごとのスペシャ
毎日を気持ち良く暮らすために、予
ルイベントも。柳通り商店会主催。立
定生活について考えてみましょう。は
川北口駅前大通り商店会・あけぼの商
たきの手作りもしますs９月１３日㈮午
店街振興組合共催s９月８日㈰～１１日
前１０時～正午d女性総合センター f
㈬午後５時から〔
「後バル」＝９月１２
多摩友の会生活講習グループの皆さん
日㈭～２０日㈮〕d伊勢丹立川店２階正
g１００円（材料代）k７人程度（１歳
面入口（受け付け）
、商店街加盟の飲
～学齢前）l２５人（申込順）;筆記用
食店g前売り２，
具・エプロンq８月１２日から電話で生
８００円、当日３，
０００円（チ
ケット代。前売りは下記ホームページ
活安全課消費生活センター係緯（５２８）
へ）w立 川 バ ル 街 事 務 局 緯（５２５）
６８０１へ
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■市民向け公開講座＆個別相談
会「親族による成年後見制度
の活用について」
地域あんしんセンターたちかわは、
成年後見制度の概要、後見業務を行う
際の注意点などについて公開講座を実
施します。講演後は司法書士による個
別相談会も予定しています。立川市社
会福祉協議会、成年後見センター・リ
ーガルサポートとの共催a親族の後見
人として活動している方、今後親族の
後見を検討している方s９月２８日㈯葛
公開講座＝午後１時３
０分～３時葛個別
相談会＝午後３時１５分～４時１５分d総
合福祉センターf司法書士・山口達夫
さんl葛公開講座＝６０人（申込順）葛
個別相談会＝１０人（申込順）q電話で
地域あんしんセンターたちかわ緯
（５２９）８３１９へ

●アクティブ体操 楽しく体操をし
て体力アップを目指しますa６０歳以上
の市民の方s９月４日㈬午後２時から
d高松学習館l２５人（申込順）;動きや
すい服装と靴、飲み物、タオルq８月
１０日午前９時から電話で中部たかまつ
地域包括支援センター緯（５４０）２０３１へ。
必ず申し込みをして参加してください
●今から考える高齢期の住まい～老
人ホームのいろいろ 老人ホームのこ
とを知りたい方に、選ぶポイントや費
用などを分かりやすく説明しますaお
おむね６０歳以上の高齢者、または関心
のある方s９月５日㈭午前１０時３０分～
正午d羽衣中央会館f民間介護施設紹
介センター相談員・岩崎文香さんl３０
人程度（申込順）;筆記用具q電話で
南部東はごろも地域包括支援センター
緯（５２３）５６１２へ

■介護相談会 サロン「ひとやすみ」

介護に必要な準備、認知症の進行と
在宅介護など、テーマを決めてミニ講
座と懇談を行います。今回は「ケアマ
ネさんって何？」がテーマです。どな
■やさしいヨガ教室
たでもお気軽にご参加くださいs８月
２８日 ㈬ 午 前１
０時 ～ 正 午d高 松 学 習 館
ヨガで心身ともにリラックスしてみ
ませんかa６０歳以上の市民の方s９月
l１５人（申込順）q電話で中部たかまつ
６日・１３日・２０日、１０月４日の金曜日、 地域包括支援センター緯（５４０）２０３１へ
午前１０時～正午（全４回）d一番福祉
■二十三夜サロン
会館f生涯学習市民リーダー・伊藤統
子さんl２５人（申込順）;動きやすい
認知症の方を介護するご家族などが
自由に意見を交換できるサロンです。
服装、飲み物、ヨガマットまたはバス
今回は「認知症の方にとってのリハビ
タオルq８月１０日から直接、または電
リって？」をテーマに、認知症と「リ
話で一番福祉会館緯（５３１）２９４５へ
ハビリ」について一緒に考えます。市
■介護予防教室
とフェローホームズの共催事業。直接
会場へs８月３０日㈮午前１０時～正午d
●のびのび体操 音楽に合わせた誰
にでもできる楽しい体操ですa６０歳以
富士見住宅１５号棟集会所（富士見町６
上の市民の方s８月２４日㈯午後１時３０
害１５）wフェローホームズ富士見相談
分からd高松学習館l２５人（申込順）
センター緯（５２６）１３５３
;動きやすい服装と靴、飲み物、タオ
■認知症相談会
ルq８月１０日午前９時
から電話で中部たかま
介護の悩み、認知症やちょっとした
つ地域包括支援センタ
もの忘れの相談など気軽にご相談くだ
ー緯（５４０）２０３１へ。必
さいs８月２３日㈮午前１０時～正午d幸
ず申し込みをして参加
福祉会館l４組（申込順）q電話で高
してください
齢福祉課在宅支援係・内線１４７１へ

お知らせ・募集
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立川市役所（〒１９０－８６６６）立川市泉町１１５６－９ 察
（５２３）
（代表）

込書と同時に配布する募集案内をご覧
ください葛採用試験（①②とも作文と
面接。①は体力測定あり）＝s８月２５
日㈰午前９時３０分からd市役所会議室
など葛募集人数＝①②とも若干名
①育休代替保育士 葛対象＝保育士
の有資格者の方葛業務＝市内保育園で
の保育関連業務葛勤務＝週５日（週に
より土曜日勤務あり）葛報酬＝月額２
５
万円
②保育園用務員 葛対象＝保育業務
に理解があり、以下業務に熱意を持っ
て取り組める方葛業務＝市立保育園の
清掃、園内各所修繕、簡単な木工作業、
そのほか関連業務葛勤務＝週５日葛報
酬＝月額１７万９，
０００円
q８月１２日から保育課（市役所１階）、
窓口サービスセンター（女性総合セン
ター１階）で配布する申込書に写真を
貼り、返信用封筒を添えて８月１５日～
２１日（午前９時～午後５時）に、原則
として本人が直接（郵送不可）
、保育
課保育サービス推進係・内線１３２０へ

お知らせ

官公署・その他

募

川越道緑地古民家園にある
立川市指定有形文化財の小
林家住宅は、どんな建築でしょう。
①農家 ②武家 ③医家

Ｑ5

小林家は、１８５２（嘉永５）
年に建てられ、旧砂川九番
組に属していた幕末の上層農家の住
宅です。６つの部屋で構成された六
間型（むつまがた）民家で、特にオ
クの間の造りは、床の間、違い棚、
書院などの意匠に武家屋敷の様式が
見られ、高い格式と技術が施されて
います。
解答

解説

w学術・文化・産業ネットワーク多摩
緯
（548）
3588
Web検定実施中

タマケン

検索

･･･申し込み

問

･･･持ち物

タマケン
（多摩
の
武蔵野検定）
タマケン
（多摩・武蔵野検定）
問題にチャレンジ
問題にチャレンジ！

申

･･･定員

持

･･･保育

定

･･･費用

保

･･･講師

費

･･･場所

師

･･･日時

場

･･･対象

時

対
凡例

集

ットなど多摩の魅力をＰＲします。ご
当地グルメやご当地キャラクター大集
合のほか、多摩にゆかりのアニメ展示、
伝統芸能・文化・歴史の紹介講座など、
盛りだくさんの２日間限定イベント。
直接会場へs８月２４日㈯・２５日㈰、午
前１０時～午後５時d国営昭和記念公園
みどりの文化ゾーンw「多摩フェステ
ィバル」事務局 緯０３（３４５７）３００６〔土
曜・日曜日、祝日を除く午前１０時～午
後６時〕
●都立立川高校「中学生対象の天体
観測講座」 立川高校天文気象部の生
徒が、皆さんを星の世界にご案内しま
すa中学生と保護者（中学生のみでも
可）s８月２２日㈭・２３日㈮、午後６時
３０分～８時３０分、両日とも同内容で実
施d都立立川高校l３０人（抽選）q往
復はがきに住所、氏名、電話番号、学
校名、学年、希望日を書いて、８月１４
日（必着）までに都立立川高校天体観
望会係〔〒１９０害００２２錦町２害１３害５〕
へ緯同校（５２４）８１９５
●都立立川ろう学校「学校公開・道
徳授業地区公開講座」 学校概要説明、
学校紹介映像上映、授業公開、道徳講
演会（ＮＨＫ手話ニュースキャスター・
田中清さん「手話と私」）、質問・相談
コーナーなどs９月２８日㈯午前９時～
午後２時１５分d都立立川ろう学校q９
月６日（消印有効）までにファクスま
たははがきに住所、氏名、昼間の連絡
先、所属（サークル）、教育相談の有
無（相談のある方は相談内容を書ける
範囲で）、手話通訳必要の有無を書いて、
都立立川ろう学校〔〒１９０害０００３栄町１
害１５害７〕へw電話で同校学校公開・
道徳授業地区公開講座係緯（５２３）１３５９
●多摩動物公園ボランティア募集
多摩動物公園で来園者の案内やイベン
ト補助などを行うボランティアスタッ
フを募集します。くわしくは８０円切手
を貼った返信用封筒（長形３号）に住
所、氏名を書いて、８月１５日（消印有
効）までに「東京動物園協会ボランテ
ィア募集係」（〒１１０害０００７台東区上野
公園９害８３）へ郵送で資料請求してく
ださいw同係緯０３（３８２８）８２３５

郭

８月２２日㈭、午後１時３０分～４時３０分
l各３０人（予約制・申込順）q東京し
ごとセンター多摩緯０４２（３２９）４５２４へ
●就学義務猶予免除者などの中学校
■国民健康保険料口座振替不能
卒業程度認定試験 この試験に合格す
通知書の送付を廃止します
ると高等学校へ入学するための受験資
格が与えられますa平成２６年３月３１日
残高不足などにより国民健康保険料
の口座振替（自動振込）ができなかっ
現在渇満１５歳以上で就学義務猶予免除
た場合、これまでは「口座振替不能通
者の方渇満１６歳以上で義務教育未修了
知書」をお送りしていましたが、８月
の方渇満１５歳以上で日本国籍を有しな
から通知書の送付を廃止します。振替
い方渇満１５歳で今年度末までに中学校
日以後、残高不足などにお気づきの際
を卒業できないと見込まれることにつ
には早めに保険年金課に申し出てくだ
いて文部科学大臣が認める事由のある
さい。振替できなかった分の納付書を
方s１０月２８日㈪午前１０時からd都教職
お送りします。なお、振替されたかど
員研修センター（文京区）q願書を書
うかは、通帳の記帳などでご確認くだ
留郵便で９月１３日（消印有効）までに
さいw保険年金課賦課係・内線１４１６
文部科学省生涯学習推進課認定試験第
二係〔〒１００害８９５９〕へw都教育庁地域
■旧多摩川小学校改修計画の市
教育支援部義務教育課緯０３
（５３２０）
６７５２
民説明会を開催
●秋の谷戸沢処分場見学と国体女子
平成２６年４月から工事を予定してい
サッカー観戦 埋め立てが終了した処
る旧多摩川小の改修計画について、市
分場を見学し、女子サッカーを観戦す
民説明会を開催します。直接会場へs
るバスツアーです。くわしくは東京た
ま広域資源循環組合ホームページ
８月２９日㈭午後７時～８時３０分d旧多
摩川小（たまがわ・みらいパークＢ棟
tht
t
p:
//www.
t
amaj
unkankumi
２階ドレミホール）l５０人（先着順）
ai
.
com/
をご覧くださいa多摩地域在
住・在勤・在学の方（小学生以下は保
w企画政策課・内線２６８７
●第６回多摩川ウオーキングフェス
護者同伴）s①９月３０日㈪、②１０月１
タ 多摩川の河川敷などを利用し整備
し た、羽 村 市 か ら 大 田 区 ま で の 約
日㈫。午前９時３０分（集合）～午後５時
５０kmの散策路「たまリバー５０キロ」
（解散予定）dファーレ立川（集合・
を歩き、スポーツの秋を体感してみま
解散）l各８０人（抽選）;昼食q①②
■臨時職員（学校用務員）
せんか。どなたでも気軽に参加できる
とも８月３０日（必着）までに、往復は
ように、距離の異なる５つのコースを
がき（１枚につき４人まで）の往信面
葛業務＝市立小・中学校での学校用
に「処分場見学・サッカー観戦希望」
務（校舎内・外の清掃、樹木のせん定、 設定。ゴール（大田区ガス橋緑地）に
はさまざまなアトラクションやブース、 と、参加希望者全員の住所、氏名（ふ
軽微な修繕など）葛期間＝①９月２日
特産品・飲食販売などもあります。主
りがな）、年齢、性別、電話番号、携
～３０日、②１０月１日～３１日葛勤務＝①
催は都と日本ウオーキング協会、東京
帯電話番号（お持ちの方）、参加希望日、
②いずれも月曜～金曜日、午前８時１５
都レクリエーション協会。後援は国土
通勤・通学先（多摩地域在住でない方
分～午後４時４５分（実働７時間４５分）
交通省関東地方整備局京浜河川事務所、 のみ）を書いて、
「谷戸沢処分場・サ
葛賃金＝時給８９０円、交通費は別途支給
大田区、世田谷区、立川市、府中市、
ッカー観戦ツアー」事務局〔〒１
１２害
q事前に電話連絡の上、写真貼付の履
昭島市、調布市、国立市、福生市、狛
０００２東京都文京区小石川１害１害８春
歴書を本人が直接、教育総務課庶務係
江市、羽村市、川崎市s１０月２６日㈯葛
日ビル３階〕へ。返信はがきには代表
（市役所２階）内線２４６４へ
者の郵便番号、住所、氏名をお書きく
ス タ ー ト 地 点 渇４８kmコ ー ス ＝ 羽 村
■嘱託職員（資産等調査員）
だ さ いw同 事 務 局 緯０３（３８６８）００１９
市・羽 村 取 水 堰「玉 川 兄 弟 像」前 渇
〔土曜・日曜日、祝日を除く午前１０時
生活保護事業の適正実施を図るため、 ３１kmコース＝立川市・多摩川緑地渇
～午後６時〕
被保護者の年金受給権や、銀行・保険
１７kmコース＝調布市・多摩川児童公
関係の調査と扶養親族などの調査を行
園渇８kmコース＝世田谷区・兵庫島
●多摩の魅力発信プロジェクト「多
う嘱託職員を募集します葛対象＝社会
公園渇４kmコース＝大田区・ガス橋
摩フェスティバル」 今年は多摩地域
が東京に移管されて１２０年目。都と多摩
保険労務士の資格を持つ方、または社
緑地（当日申し込みのみ）g大人１，
０００
会保険事務所で実務経験のある方葛採
円、中・高校生と７５歳以上の方５００円、 地域３０市町村で連携し、産業・文化・
スポーツ・グルメ・観光など、多摩地
小学生以下無料（当日申し込みの参加
用試験（作文と面接による選考）＝s
域の魅力を市民の皆さんが再発見＆発
費は５００円増）。事前申込時の参加費は
９月５日㈭午前９時からd市役所会議
信していく「多摩の魅力発信プロジェ
振り込みのため、振込手数料またはシ
室葛申し込み＝８月２
１日までに市販の
クト」を、年間を通じて展開します。
ステム利用料が別途必要です（１０月１１
履歴書（写真貼付）を郵送か直接、生
８月はメインイベントの「多摩フェス
日まで）q日本ウオーキング協会緯０３
活福祉課庶務係（市役所１階）へ葛募
ティバル」を開催。多摩の全３０市町村
集人員＝１人（選考）葛雇用期間＝１
（５２
５６）７８５５〔平日午前１０時～午後５
１
がブースを展開し、特産品や観光スポ
時〕へ
月 １ 日（予 定）～ 平 成２
６年 ３ 月３
１日
〔以降、年度ごとの更新あり〕葛勤務
●東京しごとセンター多摩の就業支
＝週５日、午前８時３
０分～午後５時葛
援 いずれもd東京しごとセンター多
摩（国分寺市南町３害２２害１０）葛「就活
報酬＝月額２５万円、通勤費は別途支給
●８月９日（ＦⅡ、大宮ＦⅠ全Ｒを
ワークトレイン多摩スタートコース」
葛その他＝規定により有給休暇あり、
併売） ●８月１０日～１１日（ＦⅡ、
＝就活の基礎的なノウハウを学ぶプロ
社会保険・雇用保険加入ありw生活福
富山記念全Ｒを併売） ●８月１２日
グラムです。くわしくはお問い合わせ
祉課庶務係・内線１５４０
～１３日（富山記念全Ｒを場外発売）
をa３０歳～４４歳の方s８月１９日㈪～２３
●８月２２日～２３日（ＦⅠ） ●８
■嘱託職員（保育園保育士・用
日㈮、午前１０時～午後４時（全５回）
月２４日（ＦⅠ、小田原記念全Ｒを併
務員）
l１５人（予約制。選考あり）葛実践！
売） ●８月２５日～２７日（小田原記
市は、９月以降採用の嘱託職員①育
採用担当者に選ばれる応募書類＆面接
念全Ｒを場外発売）
休代替保育士、②保育園用務員を募集
対策講座＝①応募書類作成②面接対策
開催案内・レース結果緯０１８０
（９９４）
２２３～５
します。雇用期間などくわしくは、申
講座a３４歳以下の方s①８月２１日㈬②

①農家
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･･･問い合わせ

