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幼稚園で配布〕に必要事項を書い
て、10月25日㈮〜11月11日㈪
〔土曜・日曜日、祝日を除く〕に同
課へ提出してください。
問子育て推進課・内線1341

●10月9日からしおりと案内を配布
　平成 26年度に市内の保育園に
入園を希望する方に「保育園申込
みのしおり」と「育児休業明け入園
予約のご案内」を配布します。配
布場所は、保育課（市役所 1階）
と市内保育園のほか、窓口サービ
スセンター（女性総合センター1
階）、子ども家庭支援センター（子
ども未来センター 1階）、東部・
西部・富士見連絡所。また、市
ホームページからダウンロードもで
きます。
●育児休業明け入園予約制度
　育児休業明け入園予約制度は、
お子さんの1歳の誕生日の前日以
降も法律に基づく育児休業を取得
し、復職に合わせて年度途中から
の入園を希望する場合に、保育園
の入園をあらかじめ確保しておくこ

●平成 26年度私立幼稚園園児を
　募集
　市内の私立幼稚園では、来年4
月に入園を希望する園児を募集し
ます。入園案内書の配布は各幼稚
園で10月15日㈫から、入園申し
込みは11月1日㈮から各幼稚園

で受け付けます。くわしくは各幼
稚園へお問い合わせを（市内の私
立幼稚園の連絡先については、市
ホームページ「市内幼稚園一覧」を
ご覧ください）。
●入園支度金制度
　市は、平成 26年度に幼稚園に
入園するお子さんの保護者に、無
利子で入園支度金をお貸ししてい
ます。貸付額は 7万円。返済は
平成 26 年 1月から10月まで毎
月7,000円。申し込みは、申請書
〔子育て推進課（市役所 1階）と各

とで、安心して育児休業を取得し
ていただくためのものです。実施
園は私立西国立保育園分園（羽衣
町1-21-11）。くわしくは配布する
案内をご覧いただくか、お問い合
わせください。
問保育課・内線1325

●就学時健康診断を11月1日〜
　28日に実施
　平成26年度に小学校へ入学す
るお子さんを対象に就学時健康診
断を行います。対象となる方には
日時・会場を記載した通知書と保
健調査票を10月中旬に送付しま
す。当日は保護者が付き添いの
上、指定された学校の会場へ。な
お通知書が届かない場合や、指定
日に会場へ行けない場合はご連絡
ください ▼持ち物 ▽保健調査票（A
面のみご記入を） ▽就学時健康診
断票 ▽「黄色い帽子」の調査票 ▽母
子手帳 ▽筆記用具 ▽上履き（下履
きを入れる袋も必ずご持参くださ
い）
問学務課学務保健係・内線2515

●無料公開講座「女性文化講座」　若
紫の会が主催。女性による女性のため
の魅力あふれるきものステージです。第
1部花嫁衣装今昔物語、第2部王朝装
束〜雅の世界〜十二単の着装時11月
11日㈪午後1時〜3時場女性総合セン
ター定50人（申込順）申大谷さん☎090

（3216）9191
●第8回演奏会　女声合唱団かのんが
主催。アカペラの宗教曲、「赤い鳥小鳥」

「落葉松」「くちなし」など、日本の名曲
をお楽しみください。直接会場へ時10
月29日㈫午後6時30分開演場いずみ
ホール（JR西国分寺駅南口徒歩1分）費
1,000円定376人（先着順）問横山さん
☎（522）3680
●陶芸に挑戦し、マイ小鉢を作ろう　
至誠キートスホームが主催。講師の教え
で、マイ小鉢を作ります。後日完成作品
を受け取りにお越しください時11月17
日㈰午前9時30分〜正午場至誠キート
スホーム（幸町4-14-1）費200円（材料
代）定10人（申込順）申同ホーム・鈴木
さん☎（538）2323
●立川市営駐車場の指定管理者制度
についての意見交換会　立川市営駐車
場の指定管理者制度を考える会が主
催。市営駐車場の管理運営を、指定管
理者制度ではなく、一般競争入札によ
る業務委託で行うことを求め、意見交
換する場を設けます対本趣旨に賛同い
ただける方時10月26日㈯午後1時〜3
時場関東緑花株式会社事務所（栄町4−
2−44）定10人（申込順）申関東緑花株
式会社・今井さん☎（522）4101
●東京多摩いのちの電話　バザー　
NPO法人「東京多摩いのちの電話」が
主催。今年も電話相談事業を維持する
ためのバザーを開催します。衣類、雑

貨、日用品、切り花、パンほか。喫茶コー
ナーもあります。直接会場へ時10月20
日㈰午前10時〜午後3時場国立市商協
ビル2階大ホール（JR国立駅南口徒歩1
分）問東京多摩いのちの電話事務局☎
042（328）4441
●ボランティア講座　至誠キートス
ホームが主催。施設や地域での高齢者
を対象にしたボランティア活動や認知
症への理解についての講義、車椅子の
操作などの実習時11月7日㈭・13日㈬・
20日㈬・27日㈬、いずれも午前10時〜
正午場至誠キートスホーム（幸町4−14
−1）定20人（申込順）申同ホーム・川井
さん☎（538）2323
●「法の日」無料相談　東京土地家屋
調査士会立川支部が主催。土地・建物
の調査、測量、境界問題、不動産の表
示に関する登記の相談。直接会場へ時
10月24日㈭午後1時〜4時 場 市役所
1階多目的プラザ問木原さん☎（521）
7829
●行政書士による無料相談会　東京
都行政書士会立川支部が主催。相続
や遺言、成年後見制度や外国人の在留
資格、会社の設立や事業・経営の許認
可登録などの相談。直接会場へ時 10
月24日㈭午前10時〜午後3時場市役
所1階多目的プラザ問松浦さん☎090

（8807）1219
●'13平和をめざす戦争展in立川（第
11回）　平和を考える市民の会が主
催。講演「安倍政権の改憲動向と9条守
る私たちの課題」。直接会場へ時10月
19日㈯午後6時30分〜8時30分場女
性総合センター師一橋大学名誉教授・
山内敏弘さん費300円（資料代）定196
人（先着順）問加藤さん☎（537）2217

　この欄の情報の連絡・交渉は当事者間で。市は関与しません。

まちのお知らせ

会員募集

みんなで作る学びの場
たちかわ市民交流大学

　企画・運営はたちかわ市民交流
大学市民推進委員会。いずれもた
ちかわ☆きらきらカード対象講座
で、申込順。
申 10月 10日㈭から電話で①高
松学習館☎（527）0014 ②柴崎学
習館☎（524）2773 ③幸学習館☎
（534）3076 ④生涯学習推進セン
ター☎（528）6872へ
①童謡詩人・金子みすずの世界を
学ぶ　講師の詩人としての切り口
からみすずを語ります時 11月19
日㈫午後 2時〜 4時場高松学習
館師日朝寺住職・尾崎文英さん定
30人
②家族で高めよう数学力　厚紙で
工作を行いながら楽しく数学を学
びます時 11月24日、12月1日・
8日の日曜日、午後2時〜4時（全
3回）場柴崎学習館師埼玉大学名
誉教授・岡部恒治さん費 1,500円
（高校生以下無料）定 20人
③「発見 ! 野菜が生け花に」〜親
子で楽しむ　農の生け花　農作物
や農具などを生かした新しい「生け
花」を学びます時 11月17日㈰午
後 2時〜 4時場幸学習館師「農の

生け花」愛好会会員・浜中洋子さ
んほか費 1,000 円（受講料、材料
代）定親子10組 20人
④変化する漢字文化と新アート篆
刻体験　初回に漢字文化を学び、
残り2回で篆刻（印章を作る）体験
をします時 11月 19日・26日、
12月3日の火曜日、午後6時 30
分〜 8時 30分（全3回）場女性総
合センター師印かん製造販売店店
主・間宮哲さん、国立国語研究所
研究員・高田智和さん費 2,000円
（受講料、材料代）定 20人

　ドキュメンタリー映画「ブラジル
の土に生きて」（2000年、160分）
の上映と、同映画の監督・岡村淳
さんのお話時 11月 16日㈯午後
1 時〜 4 時 30 分場柴崎学習館
定 40 人（申込順）申 10 月 10日
㈭から電話で柴崎学習館☎（524）
2773へ

　毎回ゲストスピーカーを招き、
保護者同士で考え、話し合います

対子育て中の保護者時 10月 30
日㈬、11月 13日㈬・27日㈬、
12 月 11 日㈬、平成 26 年 1 月
16 日㈭、2月 7日㈮、3月 6日
㈭。いずれも午前 10時〜午後 0
時 30分（全 7回）時柴崎学習館定
20 人（申込順）保若干名（1歳〜学
齢前）申 10月10日㈭から電話で
柴崎学習館☎（524）2773へ

　パパならではの本選びや読み聞
かせのコツを学びます。希望者は
図書館で読み聞かせの体験も対父
親またはこれから父親になる男性
時 11月9日㈯午前 10時〜正午
場女性総合センター師男性図書館
職員定 15 人（申込順）保 8 人程
度（1歳〜学齢前。おやつ・飲み
物持参）申 10月10日㈭から電話

で生涯学習推進センター☎（528）
6872または電子申請 HP https://
www.e-tetsuzuki99.com/tokyo/で

　専門家の指導によるウォーキン
グ・クリニック。市教育委員会共
催対 20 歳以上の方時 11 月 16
日㈯午後 2時 30分〜 4時 30分
師東京女子体育大学教授・櫻田淳
也さん場東京女子体育大学（国立
市富士見台4-30-1）費 200円（傷
害保険料）定 30 人（申込順）申は
がきかファクス、Eメールに講座
名、住所、氏名、年齢、性別、電
話番号を書いて、同大学地域交流
センター〔〒186-8668 住所記入
不要〕☎Fax（572）4317 e chiiki@
twcpe.ac.jp へ問市生涯学習推進
センター☎（528）6872

　市はより本に親しむきっかけとな
るよう、毎年 10月27日〜 11月
9日を「たちかわ読書ウィーク」と定
めています。期間中、市内の図書
館ではおはなし会や企画展示をは
じめ楽しいイベントを数多く開催し
ます。くわしくは図書館で配布する
パンフレットか、市ホームページを
ご覧ください。

申マークのある催しは10月10日
㈭から中央図書館☎（528）6800へ
申親子向け講演会「極地に暮らす
生き物たち」　対小学生以上時 11
月2日㈯午後2時〜3時 30分場
女性総合センター師国立極地研究
所・國分亙彦さん定 80人（申込順）
申講演会「絵本の力〜子どもたちに
伝えたいこと」　立川の図書館を考

える会主催・立川地域文庫連絡会
共催・立川市図書館協力。絵本『う
みにいったライオン』の作者・垂石
眞子さんのお話を聞きます対中学
生以上時 10月27日㈰午後 2時
〜 4時場女性総合センター定 80
人（申込順）
●チャリティおはなし会〜昔話を楽
しもう　参加費は石巻図書館へ寄
付します。直接会場へ対小学校中
学年以上時 10月 26日㈯午後 2
時〜 3時 30分場子ども未来セン
ター費 500円
●親子で遊ぼう!わらべうた　手作
りのおもちゃもプレゼント。直接会
場へ対乳幼児とその保護者時 10
月27日㈰午前 10時 30分〜 11
時場女性総合センター5階
●みんなあつまれ !おはなし会　
いろいろな国のおはなしや絵本の
世界を楽しもう。直接会場へ対幼

児〜小学校低学年時 10月27日
㈰午前11時 15分〜 11時 45分
場女性総合センター5階

対小学校 5年〜 6 年生時 10 月
27日㈰午後 1時〜 4時場中央・
上砂・若葉図書館定各 4人（申込
順）申 10月10日㈭から電話で各
図書館へ ▽中央図書館☎（528）
6800 ▽上砂図書館☎（535）1531

▽若葉図書館☎（535）8841

幸図書館
●みんなで映画会「コロボックルの
すてきなおくりもの」　1986 年、
41分。直接会場へ対幼児〜小学
校低学年時 10月27日㈰午前10
時 30分〜 11時 30分場こぶし会
館定 30人（先着順）
●大人のための映画会「青春デン
デケデケデケ」　1992 年、135
分。直接会場へ時 10月27日㈰
午後 2時〜 4時 30分場こぶし会

館定 30人（先着順）
問幸図書館☎（536）8308
西砂図書館
●工作会「みんなでパチパチはく
しゅマシーンを作ろう!」　直接会
場へ時 11月9日㈯午後 2時〜 3
時場西砂学習館定 15 人（先着順）
問西砂図書館☎（531）0432
高松図書館
●講座「アイソン彗星を知ろう! 楽
しもう!」　対中学生以上時 11月
4日㉁午後 2時〜 3時 30分場高
松学習館師国立天文台研究員・古
荘玲子さん定 30人（申込順）
●かいて!はって!とびだすメッセー
ジカード工作会　対小学生時 11
月 3日㈷午後 2時〜 3時場高松
学習館定 20人（申込順）
申 10月10日㈭から高松図書館☎
（527）0015へ
錦図書館
●講座「真の大丈夫〜夏目漱石さ
んの魅力」　時 11月 9日㈯午後
2時〜 3時 30分場錦学習館師桜
美林大学講師・冨田鋼一郎さん定
25 人（申込順）申 10月10日㈭か
ら錦図書館☎（525）7231へ

市民講師フェア  作品展
日程 時間 内容

11月12日㈫
～17日㈰

午前 10時～午後 5時
（最終日は午後4時まで）

油彩画、水墨画、食器の絵付けなど、
15人の方の作品を展示

市民講師フェア  体験教室
日程 時間 教室名・講師・定員

11月12日㈫

①午前10時～11時
②午前11時30分～
　午後0時30分

楽脳でわらべうた 師濱田知恵さん

午後2時10分～3時45分 ギターミニ演奏会 師松下克さん

11月13日㈬

午前11時～午後0時30分 草笛を楽しもう！ 師河津哲也さん

①午後1時30分～1時50分
②午後2時30分～2時50分
③午後3時30分～3時50分

塩ビ管尺八を聞こう 師門眞一郎さん

11月14日㈭

午前11時30分～正午 わらべうた 師ひぐちかずはさん
対0歳〜学齢前の子どもとその保護者

午後2時～4時 楽しい気功教室
師新原英子さん定16人（申込順）

午後3時15分～3時45分 楽脳でわらべうた 師濱田知恵さん
対0歳〜学齢前の子どもとその保護者

11月15日㈮

午前10時～11時30分
消しゴムはんこで季節のカード作り

師木島まゆ美さん定15人（申込順）
費300円（材料代）

①午後1時～1時20分
②午後2時～2時20分
③午後3時～3時20分

オカリナの演奏を楽しもう！
師松浦真一さん

11月16日㈯

午前10時～午後0時30分 焼墨画（ウッドバーニング）で富士山を描こう
師田代正憲さん定8人（申込順）

午後1時30分～4時
トールペイントでサンタクロース

師難波敦子さん定10人（申込順）
費500円（材料代）

11月17日㈰

①午前10時～11時
②午前11時30分～
　午後0時30分

脳トレゲームでリフレッシュ！
師田ヶ谷省三さん定各16人（申込順）

午前10時～午後4時
（雨天中止）

アマチュア無線公開実験
師古見一夫さん

午後2時～3時 楽しい似顔絵 師藤田富治郎さん

11月12日㈫
～16日㈯

〔14日を除く〕
午前10時～午後4時 肖像画描き 師髙笠幹さん

　企画・運営は生涯学習市民リーダーの会。申マークのあるものは、10
月10日㈭から電話で生涯学習推進センター☎（528）6872へ。そのほか
は直接会場へ場子ども未来センター

入園・入学の手続きが始まります

第８回たちかわ読書ウィーク～
いつでもそばに本を

日本人移民の歴史と
いまを知る

発達に凸凹がある子の
育ちを考える連続講座

東京女子体育大学
公開講座

パパチャレ！
子どもが喜ぶ読み聞かせ

市民企画講座
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第７回たちかわ市民講師フェア

図書館のお仕事体験

地域図書館の催し
第 33 回

立川地域文庫まつり

●リーベ　NHK放送テキストを使用。
海外旅行にすぐ役立つやさしい英会話
をクイズやゲーム等も取り入れ、初心
者にも安心な少人数クラス対中高年時
毎月第1・第3水曜日、午後1時30分〜3
時30分場高松学習館月1,000円定10
人（申込順）申白岩さん☎090（7425）
7744

●英会話メイツセブン　英国ケンブ
リッジ大編のテキストで読み書き・聴き
話す。基本英語を米国街頭での生きた
英会話を毎回異なるスキットで学習し
ます対中高年時毎月第2・第3・第4土曜
日、午前9時30分〜11時30分場高松学
習館月1,000円定10人（申込順）申土屋
さん☎（535）0354
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