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東京ガス株式会社多摩支店と多摩動
物公園が主催。環境のお話やクイズ
ラリーなどを通して「自然と私たちの
くらし」について親子で学べるイベン
トです。市の環境への取り組みのパ
ネル展示もあります時12月15日㈰午
前10時30分〜午後0時30分場多摩
動物公園（日野市）定300人（申込順）
申 東京ガス多摩支店ホームページ
HPhttp://tama.tg-news.comの入
力フォームから問東京ガス多摩支店
☎（526）6125、市環境対策課・内線
2244

多摩川周辺（残堀川下流部、周辺サイ
クリングロード付近）で清掃活動。小
学生以下は保護者同伴。駐車場は
ありません時11月16日㈯午前９時
〜11時（雨天中止）場 残堀川遊歩
道親水護岸集合（柴崎町6−23）持
作業しやすい服装、靴 申 10月25日
㈮から電話、または氏名・連絡先を
書いてファクスかＥメールで環境対
策課・内線2243 Fax（524）2603 e

kankyoutaisaku@city.tachikawa.
lg.jpへ

体を動かしながら、体の仕組みを学ぶ
パワフルパフォーマンスショー対幼
児〜小学校低学年と保護者時11月
10日㈰午前11時15分開演（午前10
時45分開場）場子ども未来センター
201・202会議室費3歳以上1,300
円、親子（大人1人+子ども1人）2,000
円定50人（申込順）申氏名、必要なチ
ケットと枚数、連絡先を書いてEメー
ルで立川子ども劇場 e npo-tkg@
jg8.so-net.ne.jpへ問子ども未来セ
ンター☎（529）8682

「ひまわり子育てひろば」は、以下の会
場で「出前子育てひろば」を実施。い
ずれも午前10時〜正午。直接会場へ
対0歳〜学齢前の子どもと保護者問
子育てひろば☎（528）4335

三角くじ抽選会、野菜90円セールな
ど時10月27日㈰午後0時30分〜5時
場立川北口農産物直売所問産業振興
課農業振興係・内線2650

曙福祉会館（曙町3−44−17）
毎週金曜日（年末年始を除く）
こぶし会館（幸町5−83−1）

11月 12月
 7 日㈭・11日㈪・
21日㈭

 5 日㈭・9日㈪・
19日㈭

中里公会堂（西砂町5−11−13）
11月 12月

13日㈬・27日㈬ 11日㈬・25日㈬
上砂第二学童保育所（上砂町5−23−1）

11月 12月
 5 日㈫・19日㈫  3 日㈫・10日㈫

立川地域文庫連絡会が主催。参加費
はすべて「絵本を届けようプロジェク
ト」を通じて石巻図書館へ寄付します。
直接会場へ時10月26日㈯午後2時〜
3時30分場子ども未来センター101
会議室費500円（小学2年生以下は無
料）定36人（先着順）問子ども未来セ
ンター☎（529）8682

青梅市から調布市に至る8市による
多摩川由来の崖線の緑を保全する協
議会が主催するイベント。くわしくは
市ホームページをご覧ください▶シン
ポジウム「五感で感じる崖線の緑」時
11月16日㈯午前10時〜正午場青梅
市役所（東青梅駅から徒歩5分）師音
環境デザイナー・山口泰さんほか定
150人（申込順）▶ウォーキングラリー

「音風景探検隊」対小学生以上（小学
生は保護者同伴）時11月16日㈯午後
1時〜4時30分場青梅市役所集合〜
羽村市スポーツセンター解散（小作
駅まで無料送迎バスあり）約5km定
200人（申込順）申11月10日㈰〔必
着〕までに参加希望のイベント、住所、
氏名、年齢、電話番号を書いて、ファ
クス、Eメール、郵送で、崖線シンポ
申し込み係〔〒166−0001杉並区阿
佐谷北3−41−12第一航業㈱内〕☎03

（3339）2346Fax03（5356）7308 e

gaisen@daiichi-kogyo.co.jpへ

市内の公共機関・企業・家庭から、施
設管理・清掃・配布・植木剪定・除草・
家事援助サービス・内職・市営葬儀事
業等を引き受け、登録した会員が就業
しています対57歳以上の市民の方時
11月13日、12月11日の水曜日、午後
1時から場シルバー人材センター柴
崎本部申同本部☎(527)2204へ

犯罪被害者やその家族、遺族の状況・
心情を周りの人々が理解することで、
二次的被害や孤立を防ぎ、再び平穏
な生活を営むための助けとなります。
会場では、犯罪被害者支援のパネル
展示、立川警察署犯罪被害者支援相
談コーナー〔11月1日㈮午後1時〜4
時〕を開設します。直接会場へ時10月
28日㈪〜11月1日㈮、午前10時〜午
後4時場市役所1階多目的プラザ問生
活安全課市民相談係☎（528）4319

サブカルチャーをテーマにした商店
街イベント。アニメ、コスプレ、痛車、
キャラクターショーなど。ゲストに声
優の井上和彦さんを迎えステージ
ショーを開催。立川あにきゃん実行
委員会が主催。直接会場へ時10月26
日㈯午前10時〜午後4時場サンサン
ロード問同委員会☎（525）3222、市
産業振興課・内線2644

立川市明るい選挙推進協議会主催。
直接会場へ時11月18日㈪午後2時〜
4時場女性総合センター1階ホール師
都金融広報アドバイザー・磯村元史さ
ん定186人（先着順）問市選挙管理委
員会事務局・内線1632

市内の農地や史跡を巡るツアーです。
ファーマーズセンターみのーれ立川
での買い物、地場農産物の試食等も
行います時11月17日㈰午前9時〜午
後1時〔荒天時は24日㈰に順延〕場西
武拝島線武蔵砂川駅集合費1人500円

（保険料ほか）定20人（申込順）申10
月25日㈮午前9時から電話または住
所・氏名・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

市内の商店街を南北に約10km歩き、
チケットと交換で逸品をつまみぐいし
ます時11月23日㈷午前10時〜午後
3時30分場参加が決定した方に直接
通知申▶インターネット=11月6日㈬
午前10時から立川市商店街振興組
合連合会のホームページHPhttp://
www.tachikawa-shoren.com/定
400人（申込順）▶往復はがき（1枚に
つき1人）=締め切りは11月6日㈬〔消
印有効〕定100人（抽選）

問同連合会事務局☎（527）2788、市
産業振興課商工振興係・内線2645

松中小吹奏楽部、九小和太鼓クラブ、
七中吹奏楽部、国立音楽大学在学・
卒業生による金管五重奏「レッドスカ
イ・ブラスクインテット」（トランペッ
ト:村山貴幸さんほか）直接会場へ時
11月9日㈯午後1時から場天王橋会
館定180人（先着順）問立川市地域文
化振興財団☎（526）1312

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。直接会場へ。出店申
し込みも随時受付中（運営協力金500
円）時11月3日㈷午前９時〜午後３時

（小雨決行）場子ども未来センター問
子ども未来センター☎（529）8682

「農ウォーク」参加者募集

立川つまみぐいウォーキング
南北編

崖線の緑を考えるシンポジウム
&ウォーキングラリー

環境のお話と
動物公園自然体験のつどい

美しい多摩川クリーンアップ作戦

ミニ・命のメッセージ展

催し

立川あにきゃん2013

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●10月26日～29日（一宮記念全Rを
場外発売）　●11月2日～4日（FⅡ、大
垣記念全Rを併売）　●11月5日（大
垣記念全Rを場外発売）　●11月9日
～12日（取手記念全Rを場外発売）

曙町2-38-5
立 川ビジネスセン
タービル12F
立川市商店街連合会

「立川つまみぐい
ウォーキング」係

あなたの
郵便番号・住所・
氏名

〒190-0012

往信

返信

〈往信オモテ〉

〈返信オモテ〉

〈返信ウラ〉

〈往信ウラ〉

立川つまみぐい
ウォーキング

何も書かないで
ください

●住所
●氏名
※１枚につき１人のみ
●電話番号
●年齢
●性別

※申し込み内容に不備があった際は、連絡す
ることなく無効とさせていただきます。

立川市シルバー人材センター
入会説明会

啓発講演会
「老後のおカネ〜三題噺」

立川まんがぱーく大市

劇団鳥獣戯画
「からだってなんだ?」鑑賞会

出前子育てひろば

予算額に達したため、補助金申請の
受け付けを終了しました問環境対策
課・内線2249

立川市国民健康保険に加入している
40歳以上の方を対象に、メタボリック
シンドロームに着目した「特定健康診
査」を実施しています。受診期間は平
成26年3月31日まで。土曜・日曜日に
受診可能な機関もあります。また、対
象となる方のうち、40歳〜59歳の方
で今年度の受診を確認できない方に、
10月末から民間事業者を通じて、は
がき、電話または居宅訪問で受診の
呼びかけをします問保険年金課業務
係・内線1390

「保険料免除」「学生納付特例」「若
年者納付猶予」の承認を受けた期間
は、年金の受給資格期間に含まれま
す。ただし「保険料免除」は保険料を
納付した場合と比べ、老齢基礎年金
の年金額が減額されます。また「学生
納付特例」や「若年者納付猶予」は老
齢基礎年金額の計算に反映されませ
ん。免除などの承認を受けていた期間
については、10年以内であれば保険
料を後から納めること（追納）で、将来
の年金額を増額することができます。
くわしくはお問い合わせください問立
川年金事務所☎（523）0352

立川競輪場で12月30日㈪に開催され
る「KEIRINグランプリ2013」特別観
覧席に市民の方（40組80人）を抽選
で無料ご招待します申11月8日㈮〔必
着〕までに、はがきに「グランプリ地
元優先招待希望」と住所・氏名・電話
番号を書いて、立川競輪場〔〒190−
0012曙町3−32−5〕☎（524）1121へ
※当選した方には、12月上旬に通知。

お知らせ

平成25年度太陽エネルギー利
用機器設置費補助金の受付終了

「特定健診」受けましたか

国民年金保険料の追納を

立川北口農産物直売所秋祭り

チャリティおはなし会
昔話を楽しもう

KEIRINグランプリ2013
特別観覧席地元優先招待

財団どこでもステージ
一番町みんなのコンサート


