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催し・高齢期・地域文化振興財団平成25年（2013年）8月25日

 

■立川まんがぱーく大市に行こ
う！

　フリーマーケット、地元の野菜・果
物の直売、古まんが販売など。直接会
場へ。出店の申し込みも随時受け付け
中。くわしくは、子ども未来センター
ホームページthttp://t-mirai.com/
をご覧くださいs９月１日㈰午前９時
～午後３時（小雨決行）d子ども未来
センターw子ども未来センター緯
（５２９）８６８２

■子ども未来センター９月の市
民活動プログラム

　会場はいずれも子ども未来センター。
　●ほっとほっとたちかわ「イクバア・
イクジイの楽しい孫育て」　 対象は、
乳幼児の孫育て中の方やこれから関わ
る予定の方。２部構成。どちらかだけ
の参加も可葛第１部　今と昔の子育て
の違い＝キャリア歴４０年の助産師から、
今時の子育ての実態を学習しますs９
月１１日㈬午前１０時～正午f助産師・加
藤巴子さんl４５人（申込順）葛第２部
　考え方の枠広げにチャレンジ＝心理
カウンセラーのアドバイスで孫育てに
対する考え方の枠を広げることにチャ
レンジしますs９月１８日㈬午前１０時～
正午f心理カウンセラー・川島八千代
さんl４５人（申込順）qいずれもほっ
とほっとたちかわ緯０８０（５５２４）０２７１へ
　●協働事務室開放ＤＡＹ　子ども未
来センターで活動してみたい皆さんに、
これまでの活動や協働事務室の使い方
を紹介します。皆さんの活動のことも
お聞かせください。直接会場へa立川
市周辺で活動している方、または団体
s９月１０日㈫・１４日㈯、いずれも午後
１時～５時d子ども未来センター２階
協働事務室w同センターec-progra 
m@t-mirai.com

■講演と音楽のつどい
　市も参加している多摩西人権啓発活
動地域ネットワーク協議会が、人権の
大切さを学ぶ講演会を開催します。講
演「自分を生かし、人を生かす」のほ
か、稲城第三小学校６年生の皆さんに
よる群読公演、稲城第四・第六中学校
吹奏楽部の皆さんによる合同演奏もお
楽しみください。多摩西人権啓発活動
地域ネットワーク協議会・稲城市主催。
直接会場へ（ただし、車いす席７席は
９月２７日までに予約してください）s
９月２９日㈰午後１時３５分（午後１時開
場）～４時３０分（終了予定）d稲城市
立ⅰプラザホール〔稲城市若葉台２害
５害２〕f葛講演＝さわやか福祉財団
理事長・堀田力さんk若干名（２歳～
学齢前、９月１９日までに要予約）l４１０
人（先着順）w生活安全課市民相談係・
内線３３１１

■高校中退者、不登校、ひきこもり 
応援します！　明日への一歩！

　進路未決定のまま中学卒業、高校中
退、不登校やひきこもりなど、悩みを
抱えている方へのセミナーと個別相談
会を開催します。セミナーでは、高校
での中退者サポートの現状や、子ども
の進路決定時における保護者のサポー
トの仕方について学びます。相談会で
は、進路や抱えている悩みを個別に相
談できます。保護者・学校関係者の方
もご参加いただけます。直接会場へs

催　　し
９月８日㈰午後１時～４時３０分d女性
総合センターf都立秋留台高等学校
長・磯村元信さんl葛セミナー＝７０人
葛相談会（市民対象）＝１０組程度（い
ずれも先着順）w子ども育成課青少年
係・内線１３０５

■果実の品評会と直売会
　品評会に出品されたナシやブルーベ
リーなどを展示し、即売します。立川
産の野菜や果物、ジャム、はちみつな
どの加工品の直売会も開催。直接会場
へsd９月２日㈪葛展示・即売会（市役
所１階多目的プラザ）＝午前１１時から
展示し、１１時１５分から販売葛直売会（市
役所屋外テラス）＝午前１１時ごろから
w産業振興課農業振興係・内線２６５０

■幼稚園子育て教育フェア
　絵本の読み聞かせ、手作りクラフト、
模擬店などの催しや体験を通して、幼
児教育を紹介します。就園・就学や、
子育て・障害についての相談も受け付
けます。お子さんの入園を考えている
方など、親子でご参加ください。立川
市私立幼稚園協会が主催。直接会場へ
s９月７日㈯午前１０時～午後３時dサ
ンサンロード（曙町）w子育て推進課・
内線１３４１

■競輪場に行ってみませんか
　９月の開催中、各種
イベントを開催します。
ぜひご来場ください。
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ホームペ
ージthttp://www.tachikawakeirin. 
jp/をご覧ください。直接会場へ。
 

　●トークショー　Ｓ級トップ選手・
往年の名選手・ガールズケイリン選手
によるトークショーです（予定）
　●未確定車券抽選会　ブルーレイレ
コーダーなどの豪華景品が当たります
 

　●クイズラリー抽選会　女性とお子
さん限定で、人気ゲーム機やリゾート
テーマパークチケットなどが当たりま
すs９月２２日㈰午後１時～２時３０分
　●ラッキーカード抽選会　デジタル
カメラなどが当たります。カード配布
は、入場先着２，０００人s９月２３日㈷
　w立川競輪場緯（５２４）１１２１

■立川市役所ロビーコンサート
　「 Green  

グ リ ー ン

 Tea 
テ イ ー

  Quartet 」によるサク
カ ル テ ツ ト

ソホン四重奏をお送りします。曲は「日
本の四季～懐かしの童謡メドレー」ほ
か（予定）。直接会場へs９月２７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

■ファーレぴかぴかアート
　ファーレ立川の芸術を楽しみながら、
作品の清掃とワークショップを行いま
す。午前と午後の両方に参加する方は
昼食付きa小学生以上（小学生は保護
者同伴）s９月８日㈰午前１０時から。
雨天時はワークショップのみで午後２
時３０分からfファーレアート作家・箕
原真さんl３０人（申込順）q「ファー
レぴかぴかアート参加希望」と住所、
氏名、電話番号を書いてファクスで、
ファーレ倶楽部事務局・中島さんr
（５３５）１３９６へw地域文化課・内線２６３６

９月４日㈬～６日㈮　第５回山口健
治杯（ＦⅠ）

９月２１日㈯～２３日祝　報知ゴールド
カップ　（ＦⅡ）ガールズ

■防災セミナー「私たちに準備
できること～被災障害者の体
験から考える」

　東日本大震災、そのとき何が起こっ
たのか、どのような心構えで災害に備
えればよいか、被災者の体験から学び
ます。手話・要約筆記が必要な方は事
前にご連絡くださいs９月１３日㈮午後
１時３０分～３時３０分（受け付けは午後
１時１５分から）d柴崎学習館fＮＰＯ
法人いわき自立生活センター・小野和
佳さんk若干名（事前予約）l４０人
（申込順）q９月２日までに電話か、
住所、氏名、連絡先、保育・手話・要
約筆記の有無を書いてファクスで市民
活動センター・たちかわ緯（５２９）８３２３r
（５４８）１７２４へ
 

■立川市高齢者のつどい
　今年度の「立川市高齢者のつどい」
は、立川市民会館改修中につき、平成
２６年２月２３日㈰に行う予定です。くわ
しくは、今後の「広報たちかわ」でお
知らせしますw福祉総務課調整係・内
線１４９０

■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s９月１８
日、１０月１６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

■やさしい太極拳
　健康のために太極拳を学んでみませ
んかa６０歳以上の市民の方s９月３０日
㈪、１０月２日㈬・７日㈪・９日㈬、午
後１時３０分～３時３０分（全４回）d曙
福祉会館f太極拳指導員・上條喜久子
さんl２０人（申込順）;動きやすい服
装、飲み物q８月２６日から直接または
電話で曙福祉会館緯（５２９）８５６７へ

■介護予防教室「こころはずむ
音楽療法」

　ピアノの生伴奏に合わせて楽しくお
喋りしながら唱歌や懐かしい歌謡曲、
演歌などを歌いましょう。音楽に合わ
せて心も体も自然と動きますa市内在
住のおおむね６５歳以上の方と付き添い
の方s８月２９日㈭午後１時３０分～３時
d西砂学習館f認定音楽療法士・原千
晶さんl３０人（申込順）q電話でにし
すな福祉相談センター緯（５３１）５５５０へ

■介護のつどい・パート１１
　介護奮闘中の方、介護にお悩みの方、
介護を終えた方などが、グループに分
かれて自由に話ができる場です。今回
のテーマは「介護の失敗談」と「気分
転換の方法」s９月３０日㈪午後１時３０
分～３時d女性総合センターq８月
２６日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

■認知症サポーター養成講座
　身近な人が認知症になったときのた
めに、認知症について学び、認知症の
方やその家族の方を支える地域の応援
者を養成する講座ですs９月２８日㈯午
前１１時～正午d天王橋会館f北部西か
みすな地域包括支援センター職員l２５

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

人（申込順）q電話で北部西かみすな
地域包括支援センター緯（５３６）９９１０へ

■立川市認知症支援事業「認知症
に対する薬の使い分けについ
て、精神科医へ聞いてみよう」

　より良い認知症ケアを実践するため
に、認知症の薬について学ぶ講座を開
催します。皆さんの疑問・質問に精神
科医が答えますa市内在住・在勤の介
護保険事業所に従事する方s９月２６日
㈭午後７時～９時d総合福祉センター
f慶応義塾大学病院精神神経科医師・
岡瑞紀さんl６０人（申込順）q８月２５
日から電話で至誠キートスホーム緯
（５３８）２３２３へw市高齢福祉課・内線
１４７９
 

■財団どこでもステージ
　●錦町ふれあいコンサート　出演は、
中村ゆか里さん、中村里奈さん（バイ
オリン）、伊藤亜純さん（ピアノ）。曲
目は「星に願いを」「チャルダッシュ」
ほか。直接会場へs９月１６日㈷午後２
時３０分から（午後２時開場）d錦学習
館l２７０人（先着順）w立川市地域文
化振興財団緯（５２６）１３１２

■国立劇場文楽鑑賞教室参加者
募集

　a市内在住・在勤・在学の小学生以
上の方（小・中学生は保護者同伴）s１２
月８日㈰午前８時３０分に子ども未来セ
ンター南入口に集合。大型バスで午前
８時４０分出発、午後２時ごろ帰着予定
d国立劇場（千代田区）g大人５，５００円、
学生・生徒３，０００円（チケット代・バ
ス代ほか。食事代は含みません）l４５
人（抽選）q９月２５日（必着）までに
はがきかファクス、またはＥメールで
「文楽鑑賞教室希望」と応募者全員の
①住所②氏名（ふりがな）③年齢④性
別⑤電話番号⑥市内在勤・在学の方は
勤務先または学校名を書いて、代表者
に○を付け、立川市地域文化振興財団
〔〒１９０害００２２錦町３害２害２６〕緯（５２６）
１３１２r（５２５）６５８１ekoten@tachika 
wa-chiikibunka.or.jpへ

■パパ・ママワークショップvol.１
～魅惑のベリーダンスを楽しもう

　お子さんを保育士に預けてワークシ
ョップに参加しませんか。参加定員に
満たない場合は託児の必要のない方も
参加可a子育て中の女性の方（託児は
満１歳以上）s９月２４日㈫①午前９時
３０分～１１時②午前１１時３０分～午後１時
d子ども未来センター地下スタジオf
ダンスインストラクター・ビズリーさ
んg１，０００円（託児費を含む）l各６
組（抽選）q９月１５日までに立川市地域
文化振興財団緯（５２６）１３１２thttp:// 
www.tachikawa-chiiki 
bunka.or.jp/papama 
ma-entry0924.htmlへ
（右ＱＲコードからアク
セス可）

地域文化振興財団

 

●８月２２日～２３日（ＦⅠ）　 ●８月
２４日（ＦⅠ、小田原記念全Ｒを併売）
　●８月２５日～２７日（小田原記念全
Ｒを場外発売）　 ●９月４日～６日
（第５回山口健治杯ＦⅠ）
開催案内・レース結果緯０１８０（９９４）２２３～５
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■特別相談「多重債務１１０番」を
開設

　市は、都や東京三弁護士会、東京司
法書士会、法テラスなどと連携し、多
重債務を抱えている方の相談を受け付
けます。直接または電話緯（５２８）６８１０
（相談直通）でご相談くださいa市内
在住・在勤・在学の方s９月２日㈪・
３日㈫、午前９時～午後４時（正午～
午後１時を除く）d消費生活センター
（女性総合センター５階）w市生活安
全課消費生活センター係緯（５２８）６８０１

■国民年金保険料の後納制度を
ご利用ください

　平成２７年９月３０日までに限り、過去
１０年以内の納め忘れた保険料を納める
ことができます（過去１０年以内とは申
込日ではなく、承認日からです）。
　後納制度による納付をご希望の方は
立川年金事務所（錦町２害１２害１０）で
申し込みが必要です（老齢基礎年金を
受給している方は申し込みができませ
ん）。申し込み後の審査の結果、ご利
用いただけない場合がありますw国民
年金保険料専用ダイヤル緯０５７０（０１１）
０５０または緯０３（６７３１）２０１５〔渇月曜～
金曜日＝午前８時３０分～午後５時１５分。
月曜日は午後７時まで延長（月曜日が
休日の場合、火曜日）渇第２土曜日＝
午前９時３０分～午後４時。祝日、年末
年始を除く〕、立川年金事務所緯（５２３）

お知らせ
０３５２、市保険年金課国民年金係・内線
１３９４

■大規模小売店舗立地法に基づ
く地元説明会

　（仮称）ＩＫＥＡ立川の出店計画につい
て、大規模小売店舗立地法に係る地元
説明会を開催します。直接会場へs８
月２７日㈫午後６時３０分～８時d立川商
工会議所（曙町２害３８害５）第３会議
室wイケア・ジャパン株式会社緯０４７
（４３６）１６７６、市産業振興課・内線２６４４

■大規模小売店舗立地法に基づ
く縦覧

　大規模小売店舗立地法に基づく新規
届出書の縦覧を行っています。ご意見
のある方は、縦覧期間中に都地域産業
振興課へ意見書を提出することができ
ます。
　葛店舗名＝（仮称）オーケー立川富
士見町店▽所在地＝立川市富士見町６
害３６４害２葛設置者＝オーケー店舗保
有株式会社葛小売業を行う者の氏名＝
オーケー株式会社葛新設する日＝平成
２６年２月８日葛店舗面積の合計＝２２９９
平方㍍
　●縦覧日時　１１月１１日まで（土曜・
日曜日、祝日を除く）、午前９時３０分
～午後４時３０分（正午～午後１時を除
く）
　●縦覧場所　都産業労働局商工部地
域産業振興課（新宿区西新宿２害８害
１都庁第一本庁舎３０階）
　w都地域産業振興課緯０３（５３２０）４７８８、
市産業振興課・内線２６４４

■立川駅北口公衆便所は仮設便
所になります

　立川駅北口公衆便所を、立川駅北口
西地区第一種市街地再開発事業の施行
に伴い、９月２５日で閉鎖し、解体しま
す。同日から仮設便所の供用を開始し
ます。マナーを守っての利用をお願い
しますwごみ対策課緯（５３１）５５１８

■中央図書館にご意見箱を設置
　図書館は中央図書館へのセルフ貸出
機の導入など、利用方法を一新しまし
た。図書館に関するご意見箱を中央図
書館に９月１日から設置しますw中央
図書館緯（５２８）６８００
 

■活躍した立川の子どもたちを
お知らせください

　全国・関東大会やコンクールなどで
頑張った子どもたちの活躍をお寄せく
ださい。対象は市内在住の小・中学生。
９月５日までに指導課・内線２４８７へ。

■臨時看護師
　一小で臨時職員として勤務できる看
護師を募集します。
　葛対象＝看護師の有資格者の方葛時
給＝１，８００円葛申し込み＝写真を貼っ
た履歴書と看護師免許の写しを、郵送
または直接、特別支援教育課〔錦町３
害２害２６子ども未来センター内〕緯
（５２７）６１７１へ

募　　集

 
　●「東京都中小企業職業訓練助成制
度」申請受付　都は中小企業などが実
施する従業員教育（職業訓練）に対し、
助成金を支給する事業を開始しました。
支給額は１人１時間当たり４３０円（一
律）。申込受付は９月２日～２７日。申
請要件などくわしくは多摩職業能力開
発センター緯（５００）８７００thttp://ww 
w.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/
tama/へお問い合わせください。
　●就活セミナーと合同企業説明会　
a新卒・既卒学生を含む一般求職者と
職業能力開発センター訓練生s９月１１
日㈬葛就活セミナー（予約制）＝午前
１０時～正午（午前９時３０分から受け付
け）、定員３０人葛合同企業説明会（参加
企業４０社）＝①午後１時１０分から②午
後１時５０分から③午後２時３０分から④
午後３時１０分から⑤午後３時５０分から
（全５回）、各回３０分、入退場自由（受
付：午後０時３０分～３時３０分）d都立
多摩職業能力開発センター（昭島市東
町３害６害３３）q東京しごとセンター
多摩緯０４２（３２９）４５２４
　●全国一斉「高齢者・障害者の人権
あんしん相談」強化週間　この期間は、
平日の時間を延長し、土曜・日曜日も
開設します渇期間＝９月９日㈪～１５日
㈰渇時間＝月曜～金曜日は午前８時３０
分～午後７時、土曜・日曜日は午前１０
時～午後５時渇「あんしん相談」（常設）
緯０５７０（００３）１１０w東京法務局人権擁
護部緯０３（５２１３）１２３４

官公署・その他

９
月
の
行
事
予
定

備考主催・問合先場所時間行事名日（曜日）
w子ども未来センター緯（５２９）８６８２子ども未来センター午前９時〜午後３時立川まんがぱーく大市

１１１１１１１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日日日日日日日１日 日 w歴史民俗資料館緯（５２５）０８６０歴史民俗資料館午前１０時〜１１時３０分、
午後１時〜２時３０分秋の機織りまつり

w産業振興課・内線２６５０市役所午前１１時から果実の品評会と直売会２２２２２２２２２２２２２２２２日日日日日日日日日日日日日日日日２日 月
w運営事務局〔ＴＴＭ株内〕
緯（５２４）５７８７

ファーマーズセンタ
ーみのーれ立川午前１０時〜午後４時スポーツ祭東京2013　ゆりーと

フェスティバル

７７７７７７７７７７７７７７７７日日日日日日日日日日日日日日日日７日 土 ８日・１４日・１５日も開
催w砂川学習館緯（５３５）５９５９砂川学習館午前１０時〜午後９時砂川学習館まつり

w子育て推進課・内線１３４１サンサンロード午前１０時〜午後３時幼稚園子育て教育フェア
要申込w地域文化課・内線２６３６ファーレ立川午前１０時からファーレぴかぴかアート

８８８８８８８８８８８８８８８８日日日日日日日日日日日日日日日日８日 日
受け付けは午後０時３０
分まで、１８日も開催w歴史民俗資料館緯（５２５）０８６０川越道緑地古民家園午前１１時〜午後１時古民家園でお茶を楽しみませんか

w子ども育成課・内線１３０５女性総合センター午後１時〜４時３０分高校中退者、不登校、ひきこもり
応援します！明日への一歩！

w健康推進課緯（５２７）３２７２市役所午後１時３０分〜３時３０分血圧測定会〜自分の血圧を知ろう１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００日日日日日日日日日日日日日日日日１０日 火
要申込w子ども未来センター緯（５２９）８６８２子ども未来センター午前１０時〜正午今と昔の子育ての違い１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日日日日日日日１１日 水
３０日まで開催w歴史民俗資料館緯（５２５）０８６０市役所午前８時〜午後１０時企画展「立川の古民家〜小林家住宅

と石井家住宅」１１１１１１１１１１１１１１１１３３３３３３３３３３３３３３３３日日日日日日日日日日日日日日日日１３日 金
w柴崎学習館緯（５２４）２７７３柴崎学習館午前１１時から土曜ファミリー劇場〜人形劇１１１１１１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４４４４４４日日日日日日日日日日日日日日日日１４日 土
w地域文化振興財団緯（５２６）１３１２錦学習館午後２時３０分から財団どこでもステージ

錦町ふれあいコンサート１１１１１１１１１１１１１１１１６６６６６６６６６６６６６６６６日日日日日日日日日日日日日日日日１６日 月
要申込w子ども未来センター緯（５２９）８６８２子ども未来センター午前１０時〜正午考え方の枠広げにチャレンジ１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８日日日日日日日日日日日日日日日日１８日 水
要申込w地域文化振興財団緯（５２６）１３１２子ども未来センター午前９時３０分〜１１時

午前１１時３０分〜午後１時
財団パパ・ママワークショップvol.１
〜魅惑のベリーダンスを楽しもう２２２２２２２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４４４４４４４日日日日日日日日日日日日日日日日２４日 火

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２２２２２２２２２２２２２２２２７７７７７７７７７７７７７７７７日日日日日日日日日日日日日日日日２７日 金
要申込、１０月〜１２月も
開催、全６回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３０分〜３時楽しく日本の古典文学を読む２２２２２２２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８８８８８８８日日日日日日日日日日日日日日日日２８日 土
要申込、１０月２日・７
日・９日も開催w曙福祉会館緯（５２９）８５６７曙福祉会館午後１時３０分〜３時３０分やさしい太極拳３３３３３３３３３３３３３３３３００００００００００００００００日日日日日日日日日日日日日日日日３０日 月
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