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お子さんを預けてマリンバ、グラス
ハープ、ドラムの演奏を楽しみましょ
う。定員に満たない場合は託児の必
要のない方も参加可対子育て中の母
親・父親時10月22日㈫①午前10時
15分〜11時30分②午後1時〜2時
15分定各6組（抽選）場子ども未来セ
ンター地下スタジオ費1,000円（託児
料1人分ほか）申10月13日㈰までに
メールフォームHPhttp：//tachikawa
−chiikibunka.or.jp/papamama−
entry1022.htmlから、または電話で
立川市地域文化振興財団☎

（526）1312へ（右QRコー
ドからアクセス可）

赤ちゃんが泣いてもお互いさま。赤
ちゃんと一緒に話題作を大スクリー
ンで楽しみませんか。上映作品は「そ
して父になる」（’13年、120分）対平
成24年4月2日以降生まれの乳幼児
と保護者時10月30日㈬午前9時50
分〜正午場立川シネマシティ費1席
1,000円定150席（全席自由）申チ
ケットは前売りのみ。10月7日㈪午前
9時から、子育て推進課（市役所1階）
と子ども家庭支援センター（子ども
未来センター1階）へ問シ
ネマのたまてばこ★2013
実行委員会☎090（8340）
9494、市子育て推進課・内
線1340

苔花皿の実習、秋らしい草花の展示
法の実演など。実習に参加した人に
は花植え鉢などのプレゼントも。直接
会場へ時10月20日㈰午前10時〜正午

（雨天実施）場シネマ通り中央（高松
町3-26-14）師造園設計士・稲葉通紀
さん定100人（先着順）問シネマ通り
商店会・園部肉店☎（522）2901、市
産業振興課商工振興係・内線2644

茶
ちや

点
た

ては生涯学習市民リーダーの
鎌田美貴子さん。直接会場へ時10月
6日㈰・22日㈫、午前11時〜午後1時

（受付は午後0時30分まで。材料が
なくなり次第受付終了）場川越道緑
地古民家園費お菓子付きは実費200
円問歴史民俗資料館☎（525）0860

親の心の持ち方、話の聴き方など。手
話など情報保障・保育あり（いずれも
要申込）対6歳くらいまでのお子さん
がいる3回とも参加できる方時10月
22日、11月5日・19日の火曜日、いず
れも午前10時〜正午（全3回）場子ど
も未来センターほか師カウンセラー・
日原みちるさん定15人（申込順）費
100円（茶菓子代）申電話、または住
所・氏名・連絡先を書いてファクス、E
メールで（返信します）社会福祉協
議会☎（519）3001Fax（519）3003 e

dainichiku@soleil.ocn.ne.jpへ

対0歳児とその保護者時10月7日㈪
午前10時30分〜11時30分場上砂児
童館師歯科衛生士・松井由紀さん定
10組（申込順）持現在使用している歯
ブラシ・タオル申9月25日㈬から、か
みすな子育てひろば〔上砂児童館内〕
☎（535）1557へ

農業者や観光ガイドからの説明のほ
か、ファーマーズセンターみのーれ立
川でのお買い物、地場農産物の試食
などを含むウォーキングツアー時10
月13日㈰午前9時（武蔵砂川駅集合）、
午後1時（玉川上水駅解散）〔荒天時
は翌週10月20日㈰に順延〕費500円

（保険料ほか）定20人（申込順）申9
月25日㈬午前9時から電話、または住
所・氏名（フリガナ）・年齢・性別・電話
番号を書いてファクスで、立川観光協
会☎（527）2700Fax（527）5913へ

立川駅南エリアの11商店街主催。
飲 食 店 自 慢 の 逸 品 を 食 べて人 気
投票する「たち☆コレ」（HPhttp://
tachicole.com）と、商店主から役
立つ知識を学ぶ「街ゼミ」（HPhttp://
tachikawa-minami.com）を開催。
くわしくはチラシ（市役所1階総合案
内で配布）かホームページをご覧くだ
さい時10月1日㈫〜31日㈭問同フェ
スタ事務局〔TTM㈱〕☎(524)5787、
市産業振興課商工振興係・内線2644

バスで新江の島水族館（神奈川県藤
沢市）を訪れ、ジュニア・リーダーなど
と親睦を深めます対市内在住の障害
のある方と家族、介護者の方時10月
26日㈯午前7時30分〜午後5時（市
役所西側テラス前集合・解散。雨天決
行）費1人1,000円定50人（申込順）申
10月4日㈮までに身体障害者手帳か
愛の手帳と参加費を
持って直接、障害福
祉課（市役所1階）内
線1516へ

時9月29日㈰午前7時から（小雨決
行）問東京立川ライオンズクラブ☎

（524）0954〔午前10時〜午後4時〕、
市ごみ対策課☎（531）5517

ふれあいの広場

多摩川一斉清掃

タチカワみなみフェスタ2013

シネマのたまてばこ★2013

古民家園でお茶を楽しみませんか

秋の園芸教室〜玉でない苔玉

場旧多摩川小。 マークの催しは
電話で、たまがわ・みらいパーク企
画運営委員会☎Fax（848）4657へ

●子育てひろば　お弁当持参で遊べ
ます対乳幼児と保護者時10月の毎
週金曜日と13日・27日の日曜日、午
前11時〜午後3時
●おはなしたまご「おはなし会」　時
10月27日㈰午後1時〜2時
●絵てがみ教室　野菜・果物・花など
を見ながら、絵を描きます時10月1
日・15日の火曜日、午前10時〜正午
ものづくりワークショップ　アクセ

サリー作り時10月5日㈯午後1時〜5
時定20人〔申込順、10月3日㈭まで〕
よさこいソーランの講習　参加者

把握のため、10月5日㈯までに連絡
を対中学生〜70歳くらい（小学生以
下は保護者同伴）時10月12日･26日
の土曜日、午後7時〜9時費1,000円

（保険･衣装代など）

ふれあいサークル　健康体操、脳
トレなど対高齢者時10月12日㈯午
後1時30分〜3時30分費50円（茶菓
子代）定20人〔申込順、10月11日㈮
までに〕
●みんなのサロン　介護予防の健康
体操と軽食をみんなで作って食べま
す対高齢者時10月19日㈯午前10時
〜正午持運動しやすい服装、タオル
持参費100円（材料代）
陶芸教室　陶芸・陶板記念プレー

トづくり時10月12日・26日の土曜
日、午後1時30分〜3時30分費子ど
も500円、大人1,000円（材料代）定
10人〔申込順、10月11日㈮まで〕持
エプロン、ビニール袋
●フリー談話室「さぼう」　自由に参
加できる交流の場時毎週土曜・日曜
日、午前10時〜午後3時
●エンディングノート講座　時10月
9日㈬午後1時〜3時30分

財団パパママ・ワークショップvol.2
思いっきりパーカッション

立川の農地と観光スポットを
巡る旅「農ウォーク」

たまがわ・みらいパークの催し

対60歳以上の市民の方（過去に「オカ
リナ教室」を受講した方、または同等
の経験を有する方）時10月21日㈪・
23日㈬・28日㈪・30日㈬、午前10時
〜正午（全4回）場柴崎福祉会館師オ
カリナ奏者・関藤彰子さん持オカリ
ナ・アルトC定20人（申込順）申9月25
日㈬から直接または電話で柴崎福祉
会館☎（523）4012へ

対65歳以上の市民の方時10月19日
㈯午前10時30分〜正午場羽衣地域
福祉サービスセンター師運動指導
員・池田幸さん定20人（申込順）持上
履き、飲み物、タオル、動きやすい服装
で参加申9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☎

（523）5612へ

立川商工会議所無料職業紹介所では、
職業紹介、就業相談を実施していま
す。直接会場へ対おおむね55歳以上
の方時月曜〜金曜日、午前10時〜午
後4時（祝日を除く）場ルミネ立川店1
階西側問同紹介所☎（522）4611

対60歳以上の市民の方時10月21日・
28日、11月11日・18日の月曜日、午前
10時〜正午（全4回）場幸福祉会館師
生涯学習市民リーダー・大井洽充さ
ん定20人（申込順）申直接または電話
で幸福祉会館☎（535）2197へ

対57歳以上の市民の方時10月16日、
11月13日の水曜日、午後1時から場
シルバー人材センター柴崎本部申前
日までに同本部☎（527）2204へ

修了生のためのオカリナ教室

囲碁入門

シルバー人材センター
入会説明会

プチウォーキング・
健康散歩のすすめ

シニアのための
無料職業紹介所

歯の生え始めのころのケア

「ちょっと先輩の育児サポーター」
養成講座

問子ども未来センター
☎（529）8682
HPhttp://t-mirai.com

●「お腹の中から子育て」講座　対妊
婦とその夫。どちらか1人の参加も可
時10月27日㈰午前10時〜正午場子
ども未来センター1階グループ活動
室師助産師・河房子さん定30人（申
込順）保5人申9月27日㈮午前10時
から子ども未来センター子育て支援
事務室☎（529）8664へ
●パパトーク@たちかわ　今回のお
題は「パパを楽しむ企画会議」対子
育て中の父親時9月29日㈰午前10
時〜正午場子ども未来センター102
会議室定20人（申込順）持お菓子・飲
み物申件名に「パパトーク希望」、本
文に氏名、連絡先を書いてダイバー
シティコミュ・朝倉さん e takashi_
asakura@diversitycommu.jpへ
●失敗ダイアログ　ワークショップ
をしながら一緒に失敗を共有、「失敗
=成功の種」へとつなげていきましょ
う時10月12日㈯午後1時〜4時場子
ども未来センター201・202会議室費
300円（茶菓子代）定30人（申込順）
申件名に「失敗ダイアログ」、本文に
氏名、連絡先を書いてbond place・

小笠原さん e y.ogasawara0722@
gmail.comへ
●おとをつくろう!おとであそぼう!
　身の回りにあるものを使った手づ
くり楽器製作や楽器体験のワーク
ショップ対小学生時10月13日㈰午
前10時15分〜11時30分場子ども
未来センター201・202会議室定40
人（申込順）申10月10日までに件名に

「立川ワークショップ」、本文に子ど
もの氏名と学年、保護者の氏名、連絡
先を書いてルロットオーケストラ・浜
川さん e salon_roulottes@yahoo.
co.jp
●立川まんがぱーく大市　フリー
マーケットや旬の野菜・果物の販売、
大福引き、大道芸人によるパフォーマ
ンスなど。出店申し込みも随時受け付
けています（運営協力金500円）時10
月6日㈰午前9時〜午後3時（小雨決
行）場子ども未来センター

子ども未来センターの催し

た

催し

シニア
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現に自ら居住するための住居を必要
としている⑤申込者（同居親族を含
む）が暴力団員でない▶場所=富士見
町4−18−11▶業務=居住者（高齢者）
の安否確認、緊急時の対応、生活相
談、生活の援助など▶勤務=平日の午
前9時〜午後4時▶報酬=社会福祉法
人恵比寿会の規定による▶応募方法
=履歴書をフェローホームズ〔〒190
−0013富士見町2−36−43〕☎（523）
7601へ問市高齢福祉課・内線1471

市で使用する一部の封筒には広告を
入れており、その広告を掲載・印刷し
無償で提供していただける事業者を
募集しています。くわしくは、市ホーム
ページをご覧いただくか、お問い合わ
せください問文書法政課・内線2612

調査は、9月26日㈭〜11月15日㈮、上
砂町5丁目、幸町3丁目、幸町5丁目、
若葉町2丁目、高松町1丁目、曙町3丁
目で実施。対象地域のお宅に、調査員
がお伺いすることがありますので、ご
協力ください。なお、調査員は市発行
の身分証明書を携帯しています問建
築指導課庶務係・内線2331

市は、10月1日から利用できる新しい
医療証（オレンジ色）を9月20日に発
送しました（所得制限超過者を除く）。
有効期限が切れた医療証は、子育て
推進課（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）、各連
絡所へ返却してください。10月1日を
過ぎても届かない方は、子育て推進
課にお問い合わせを。
なお昨年、所得制限超過で 医療証
の助成を受けられなかった方も、所得
状況の変化によっては助成の対象と
なる場合があります。お早めにご申請
ください。
問子育て推進課給付係・内線1347

工事期間はおおむね10月中旬から
平成26年11月末まで。騒音や振動
など安全対策に十分配慮して実施し
ますので、ご理解とご協力をお願い
します問▷工事について=施設課施
設係・内線2427▷新築後の住宅管理
について=住宅課住宅管理係・内線
2558

「いじめ防止対策推進法」の施行を契
機に、子どもの人権に関する相談を
実施します。「子どもの人権110番」☎
0120（007）110時9月30日㈪〜10
月4日㈮の午前8時30分〜午後7時
問東京法務局人権擁護部第三課☎03
（5213）1234、市生活安全課市民相
談係・内線3311

農業団体や自治会、市民活動団体、
NPOなどが取り組む地域の祭りやイ
ベントの開催などにご利用いただけ
ます。くわしくは、市ホームページを
ご覧になるかお問い合わせください
問産業振興課農業振興係・内線2650

市内工業者が立ち上げた任意団体
「立川ものづくりプロジェクト」は、市
の「ものづくり産業集積強化支援事
業」の一環として、統一の様式の看板
を制作し、それぞれの事業所の前に
設置します。これを通じて、事業内容
を近隣に紹介するとともに立川工業
の一体性や信頼性をアピールします。
この事業に賛同し設置を希望する方
はお問い合わせください。なお設置
は自己負担金が必要です定30社程度
（申込順）申電話で立川商工会議所☎
（527）2700へ

東京都産業労働局では、大規模小売
店舗立地法に基づく新設届出書の縦
覧を行っています▶店舗名＝（仮称）
IKEA立川▶所在地＝立川市緑町6
▶設置者名・小売業を行う者の名称
＝イケア・ジャパン株式会社▶新設す
る日＝平成26年4月1日▶店舗面積
＝23,723㎡▶縦覧場所＝都産業労
働局商工部地域産業振興課（都庁第
一庁舎30階）▶縦覧期間＝平成25年
12月26日まで（土曜・日曜日、祝日を
除く）の午前9時30分〜午後4時30分
（正午〜午後1時を除く）。ご意見の
ある方は縦覧期間中に都産業労働局
商工部地域産業振興課へ意見書を提
出することができます問都地域産業
振興課☎03（5320）4788、市産業振
興課・内線2644

競輪場で3つのレースの1着・2着を
推理・購入し、的中ポイントを競う
ゲーム大会。上位5組は11月28日

㈭から開催される「競輪祭（GⅠ）」
開催中に行われる全国大会（賞品
総額100万円）へ出場する権利を得
ます対2人1組のペア（20歳以上の
方、内1人は初心者）時10月20日㈰・
21日㈪・22日㈫、各日正午〜午後5
時（希望日1日選択）場立川競輪場
費1人1日当たり1,000円（車券購入
費）定各日20組（抽選）申たちかわ
競輪ホームページHPhttp：//www.
tachikawakeirin.jp/内お問い合わ
せフォームから、または電話でたちか
わ競輪場☎（524）1121へ

市営一番町北住宅２号棟の
新築工事

大規模小売店舗立地法に
基づく新設届出書の縦覧

羽衣児童館・富士見児童館改修のため
休館します

建築物実態調査

新しい乳医療証、子医療証を
お送りします

ファーマーズセンターみのーれ立川
北側広場のご利用

立川工業の魅力アップに
共同で取り組みませんか

対営利を目的としない市内在住・在
勤・在学の方。リサイクル品を主体と
し、食料品や動植物、電化製品など
は扱えません時11月17日㈰場立川
競輪場費1,500円（出店料）定70店舗
（70店舗を超えた場合抽選、50店舗
未満の場合は中止）申10月8日㈫〔必
着〕までに、往復はがきに「フリーマー
ケット出店申込」、代表者の住所・氏
名・電話番号を書いて、生活安全課消
費生活センター係（〒190−0012曙
町2−36−2女性総合センター内）へ。
申し込みは1グループ1枚まで。なお、
申し込まれた方は必ず定員を超えた
場合の当落と店舗の場所を決めるた
めの抽選に参加していただきます。抽
選日は、10月19日㈯午前10時〜正午、
会場は女性総合センター問生活安全
課消費生活センター係☎（528）6801

▶対象=次の要件をすべて満たす方
①市内に居住している②同居親族が
いる③世帯の所得が基準内である④

市は、10月中旬から3月下旬にかけて羽衣児童館・富士見児童館の改
修工事を行います。そのため、羽衣児童館・富士見児童館は10月1日か
ら平成26年3月31日まで休館します。ご理解とご協力をお願いします。
●児童館　羽衣児童館は六小、富士見児童館は新生小に移転し、各
学校内で出張児童館を行います。くわしくは、おたよりや児童館ホーム
ページでご確認ください。
●学童保育所　羽衣学童保育所、南富士見学童保育所は10月11日㈮
まで児童館で保育を行い、10月15日㈫から各学校内で保育を行いま
す。
●子育てひろば　はごろも子育てひろばは、10月から平成26年3月ま
で閉所します。子ども未来センター子育てひろばをご利用ください。ふ
じみ子育てひろばは、10月17日㈭から毎週火曜・木曜日の午前10時〜
正午（祝日と年末年始は除く）、新生小内で実施します。
問子ども育成課・内線1310、ひまわり子育てひろば☎（528）4335

広告入り封筒を無償で
提供いただける事業者

生活援助員（シルバーピア千歳・
高齢者集合住宅の常駐職員）

「たちかわフリーマーケット村」
の出店者

多摩地域の中小企業、農林水産業、職
業能力開発などを総合的に支援する
施設を紹介します。直接会場へ場産
業サポートスクエア・TAMA（昭島市
東町、立川市富士見町）①多摩テクノ
フェア＝10月18日㈮・19日㈯②東京
農林水産フェア＝10月19日㈯③技能
祭＝10月19日㈯④たまロボットコン
テストプレイベント＝10月19日㈯。く
わしくは各機関のホームページ等を
ご覧ください問①多摩テクノプラザ☎
（500）2300②都農林水産振興財団
☎（528）0505③都立多摩職業能力
開発センター☎（500）8700④立川商
工会議所☎（527）2700

時10月26日㈯午前10時〜午後4時
場多摩パブリック法律事務所（曙町
2-9-1）定48人（申込順）申10月7日
㈪から電話で同事務所☎（548）2450
〔午前9時30分〜午後7時、土曜・日
曜日、祝日は除く〕へ

産業サポートスクエア・TAMA
を公開「ウェルカムデー」

多摩パブリック法律事務所創立
５周年記念無料法律相談会

知的推理ゲーム全国予選大会

遊びにおいでよ 児 童 館 マークのある催しは
申し込み制です

富士見児童館	 ☎（525）9020

●10月1日から閉館します（右欄参照）

羽衣児童館	 ☎（526）2336

●10月1日から閉館します（右欄参照）

若葉児童館	 ☎（536）1400
●秋のスポーツフェスタ＝10月15日〜
18日午後3時30から

●大道芸人とおさるのきーちゃん、若葉
にやってくる！＝10月16日午後3時30
分から

●工作をしよう＝10月28日午後3時30
分から
高松児童館	 ☎（528）2925
●お楽しみ上映会＝9月30日午前10時
からと午後2時から
ハロウィンパーティー＝10月30日午
後3時から、定員30人、有料

幸児童館	 ☎（537）0358
●あかちゃんタイム＝毎週水曜日午前
10時30分から

●きりんタイム＝毎週火曜日（第1火曜日
は除く）午前10時30分から
上砂児童館	 ☎（535）1557
おやつピザを作ろう＝10月16日午後3
時から、定員10人、有料

●ドミノ倒し大会＝10月26日午前10時
からと午後2時から
西砂児童館	 ☎（531）0433
●ドッジボール大会＝10月9日午後3時
30分から、定員40人（先着順）
ハロウィン～仮装してお菓子をゲット
＝10月26日午後1時30分から、定員
15組、有料
錦児童館	 ☎（525）6684
●バドミントン大会＝10月30日午後2時
30分から

「子どもの人権110番」強化週間

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●10月9日～11日（弥彦FⅠ全Rを場外
　発売）

募集
官公署・その他

お知らせ
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