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事業の補助
申12月27日㈮〔必着〕までに写真貼
付の履歴書を、直接、または郵送で健
康推進課〔〒190−0011高松町3−22
−9健康会館1階〕☎（527）3272へ

市は、市内で子どもや子育ち・子育て
に関わっている団体やグループを対
象に、活動の現況を紹介するレポート
を募集します。レポートは、平成26年
1月26日㈰に行われる「夢たちフォー
ラム★2014」の会場などで配布しま
す▶応募方法＝12月25日㈬〔必着〕
までに所定の用紙〔子育て推進課（市
役所１階）で配布するほか、市ホーム
ページからダウンロードも可〕に必
要事項を書いて、郵送、ファクス、Ｅ
メールで子育て推進課・内線1340Fax

（528）4356 e kosodatesuishin@
city.tachikawa.lg.jpへ

11月12日、市内在住の田村聡さんが
東京都スポーツ功労賞を受賞しまし
た。この受賞は昨年中国で行われた
「第3回アジア大会オリエンテーリン
グミドル競技」で、聴覚に障害がある
選手として初めて金メダルを獲得し
たことが評価されたもの。また、今年
は4年に1回開催される聴覚障害者
のオリンピックである「夏季デフリン

ピック競技大会ソフィア2013」でも
活躍。スキーや登山など幅広くスポー
ツをこなす田村さん。今後も活躍が期
待されます。

㈫から。なお、錦町の現庁舎での業務
は12月20日㈮まで。立川ワークプラザ
は引き続き現住所で業務を行います
問立川公共職業安定所☎（525）8609
●ハートフルワークコーナー　福祉
分野（介護・看護・保育）の仕事を希
望する方の職業相談・紹介、就職活動
のアドバイス（履歴書の書き方など）
を行っています。お気軽にご利用くだ
さい問ハローワーク立川「ハートフル
ワークコーナー」☎（525）8629

立川労働基準監督署は12月9日㈪に、
新立川地方合同庁舎3階（緑町4−2）
に移転しました問同署☎（523）4475

いずれも直接会場へ場立川防災館
（泉町1156−1）
●パネル展示　年末年始に多く発生
する事故と対策などを展示していま
す時12月25日㈬まで
●オリジナルカレンダープレゼント　
子ども用防火衣を着て撮影した写真
を入れたオリジナルカレンダーを作
成しプレゼントします対小学生以下
の子ども時12月14日㈯・15日㈰・21
日㈯・22日㈰・23日㈷、午前9時〜正
午定各日50人（先着順）
問同館☎（521）1119

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、
市産業振興課商工振興係・内線2644

JA東京みどりが運営する立川みなみ
農産物直売所（みどりっ子立川店・
柴崎郵便局隣）は12月20日㈮をもっ
て閉店します（午前11時〜午後5時。
売り切れ次第終了）。これまでたくさ
んの方にご愛顧いただきありがとう
ございました問みどりっ子立川店☎
（521）6688、市産業振興課農業振
興係・内線2650

びんのふた・キャップは可能な限り
外してください。びんは水ですすいで、
かご等の容器に入れて収集日にお出
しください。プラスチック製のキャッ
プは「プラスチック」、金属製のキャッ
プは「燃やせないごみ」に分別してく
ださい問ごみ対策課・内線6751

市では12月の1か月間の予定で、家庭
ごみ戸別収集・有料化実施に伴い、廃
止した集積所看板の撤去を順次行っ
ています。集積所看板の撤去は市の
委託を受けた専門業者が実施します
ので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、専門業者は立川市の腕章と身
分証明書を携帯しています。市民の
方が看板を撤去する場合、撤去した
看板はプラスチックの日に透明、また
は半透明の袋に入れて出すことがで
きます問ごみ減量推進課・内線6755

立川市立中学校では、クラブ活動等
に使うための楽器が不足しています。
特に必要としているのは、サクソホン、
ホルン、フルート、クラリネットです。
寄付していただける方は学務課へご
連絡ください問学務課管理係・内線
2511

立川市社会福祉協議会では、年5回
(5月・7月・10月・12月・2月)福祉に関
する情報や、社協と市民の活動を紹
介する広報紙を発行しています。全戸
配布のほかに、テープ、CDを用意して
います。ご希望の方は、同協議会まで
お問い合わせください問同協議会総
務係☎（529）8300Fax（529）8714

●募金の方法　12月1日㈰〜31日
㈫▶地区募金=地域の自治会を通し
て▶一般募金=立川市社会福祉協議
会事務局〔12月28日㈯まで〕、社協あ
いあいステーション（伊勢丹立川店6
階）で受け付けます
●平成26年版カレンダー・手帳の寄
贈　歳末たすけあい運動の一環で、
カレンダーや手帳を配布しながら募
金活動を行う団体があります。不要な
平成26年版カレンダーや手帳があり
ましたら、12月26日㈭までに、立川市
社会福祉協議会にご寄贈ください。
問同協議会総務係☎（529）8300

▶店舗名=万田ビル(ダイエー立川
店)▶店舗所在地=曙町2−18−18▶
変更前の開店時間=午前10時。ただ
し、年間100日に限り午前9時▶変更
後の開店時間=午前9時▶変更日=10
月25日▶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26年2月18
日㈫まで〔土曜・日曜日、祝日、年末年
始を除く〕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

楽器を譲っていただけませんか
みどりっ子閉店のお知らせ

立川労働基準監督署が移転

立川防災館のイベント

こえのあいあい通信

「歳末たすけあい運動」にご協
力ください

「ハローワーク立川」からのお
知らせ

お 知 ら せ

官公署・その他

大規模小売店舗立地法に基づ
く変更届出書の縦覧

JR南武線の上り線を高架化するた
めの工事を行います。これに伴い、
12月22日㈰午後6時30分ごろから
終電まで、立川〜登戸間の列車が大
幅に運休となります。
●矢野口〜府中本町間　すべての
列車が運休。矢野口〜分倍河原間で
バス代行輸送を行います。
●府中本町〜立川間・登戸〜矢野口
間　それぞれ折り返し運転。列車の
本数が大幅に減少します。
なお、悪天候等やむを得ない事情に

より工事が実施できない場合は1月
25日㈯〜26日㈰に延期します。くわ
しくは、駅や車内のポスター、リーフ
レットなどをご覧ください。
問▷事業全般について=市都市計
画課・内線2365▷列車の運行につ
いて=JR東日本電話案内窓口☎050
（2016）1625〔12月15日㈰〜12月
21日㈯午前9時〜午後6時、12月22
日㈰午前9時〜深夜0時、12月23日
㈷午前4時〜9時〕

※主な停車駅のみ記載しています。

12月22日㈰午後6時30分ごろ〜終電 立川〜登戸間の列車が大幅に運休

ＪＲ南武線運休のお知らせ

＜子育ち＞＜子育て＞応援活動
紹介レポート

問広報課・内線2744

この広報紙の中に文字を持った「くるりん」がいます。見つけ
た3つのカタカナを並び替えて、ある言葉（ヒント「立川市市
民会館の新愛称」）にしてください。正解者の中（市内在住の
方限定）から抽選で3名様に特製「くるりんミニぬいぐるみ」
をプレゼントします。
●応募方法　はがきに、住所、氏名、年齢、3文字の言葉、「広報たちか
わ」に取りあげてほしいことを書いて、12月20日㈮〔消印有効〕までに
〒190−8666立川市役所くるりんプレゼント係へ。応募は1人1枚。当
選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

くるりんを探せ
ミニ

ぬいぐるみ
が当たる

健康推進課（健康会館）で実施してい
る健診や相談、運動等の事業に従事
する臨時職員を募集します。いずれも
くわしい勤務内容や条件はお問い合
わせください。
①助産師　▷対象＝助産師有資格者
▷時給＝1,820円▷業務内容＝新生
児訪問、乳幼児健診の補助や母乳相
談、母親学級、両親学級など
②看護師　▷対象＝看護師有資格者
▷時給＝1,820円▷業務内容＝乳幼
児健診、成人体操教室、健康相談等の

臨時職員（助産師・看護師）

募 集

びんはふたを取ってから

廃止した集積所の看板を撤去
しています

●ハローワーク立川が移転します　
ハローワーク立川は新立川地方合同
庁舎1階〜3階（緑町4−2）に移転しま
す。新庁舎での業務開始は12月24日

田村さんが都スポーツ功
労賞受賞



11 立川市役所 （〒190-8666）立川市泉町1156-9  ☎（523）2111（代表）  Fax（521）2653平成25年（2013年）12月10日

凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み 問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ

前9時から電話で中部たかまつ地域
包括支援センター☎(540)2031へ
●アクティブ体操　体力アップを目
指します対60歳以上の市民の方時平
成26年1月8日㈬午後2時から場高松
学習館定25人(申込順)申12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☎(540)2031
へ

家族の介護でお悩みの方、認知症に
ついて心配している方、何でも語り合
いましょう。お気軽にご参加を。今回
のテーマは「クリスマスでちょっとひ
と息」対市民の方時12月25日㈬午前
10時〜正午場高松学習館定15人（申
込順）申中部たかまつ地域包括支援
センター☎(540)2031へ

パーキンソン病の症状がある方や、も
の忘れが気になる方や転びやすく
なったと感じている方を対象に、神経
内科専門の医師による医療相談会を
開催します対市内在住の方時平成26
年1月15日㈬午後1時30分〜4時場
総合福祉センター定20人（申込順）申
電話で南部西ふじみ地域包括支援セ
ンター☎（540）0311へ

特売品の販売や野菜詰め放題など。
直接会場へ時12月14日㈯午前10時
から場立川北口農産物直売所（シネ
マ・ツー裏）問産業振興課農業振興
係・内線2650

地元の新鮮な冬野菜を格安で販売。
雨天実施。直接会場へ時12月25日㈬
午前11時から場市役所1階多目的プ
ラザ問産業振興課農業振興係・内線
2650

直接会場へ時12月14日㈯〜平成26
年1月19日㈰、午前9時〜午後4時30
分〔休館日は月曜日（祝日の場合は翌
日）と12月29日〜1月3日〕場・問歴史
民俗資料館☎(525)0860

フリーマーケットは、出店数が増え、
古着や雑貨などが充実。旬の野菜・果
物の販売、「大福引き」など。直接会場
へ。出店申し込みも随時受け付けてい

ます（運営協力金500円）時平成26年
1月5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

「ルーチェ」の皆さんによるフルート
とピアノの演奏をお楽しみください。
曲は「愛の挨拶」「キッズソング・メド
レー」ほか（予定）。直接会場へ時平成
26年1月7日㈫午後0時20分〜0時50
分場市役所1階多目的プラザ問地域
文化課・内線2636

メンデルスゾーンの「ピアノ協奏曲第
1番」とチャイコフスキー「偉大な芸
術家の思い出に」の2曲です。演奏は
鷲宮美幸さん(ピアノ)、松実健太さ
ん(ヴァイオリン)、唐津健さん(チェ
ロ)時平成26年1月19日㈰午後2時〜
4時場幸学習館定130人(申込順)申
12月10日㈫から電話で幸学習館☎

（534）3076へ

就職面接会開催。市内と近郊の企業
25社程度が参加予定。履歴書(複数
枚)ご持参の上、直接会場へ時12月
11日㈬午後1時30分〜4時場立川商
工会議所（曙町2−38−5）11・12階問
ハローワーク立川☎（525）8607、市
産業振興課・内線2644

インターネットを楽しく安全に利用す

ピアノに合わせて、唱歌や懐かしい歌
謡曲、演歌などを歌います対おおむね
ね65歳以上の市民の方と付き添いの
方時12月16日㈪午後1時30分〜3時
場西砂学習館師認定音楽療法士・原
千晶さん定30人（申込順）申にしすな
福祉相談センター☎(531）5550へ

認知症の方を介護するご家族等が自
由に意見を交換できるサロンです。今
回のテーマは「介護している人をさ
さえよう」。直接会場へ時12月20日
㈮午後6時〜8時場ヴィラ・フェロー
ホームズ3階（富士見町2−36−43）
問フェローホームズ富士見相談セン
ター☎（526）1353へ

●中国体操　呼吸法を意識した体操
です時12月21日㈯午後1時30分から
対60歳以上の市民の方場高松学習
館定25人(申込順)申12月10日㈫午

地元新鮮冬野菜の直売

催し

二十三夜サロン

介護予防教室

介護相談会　サロン「ひとやす
み」

認知症やパーキンソン病の医
療相談会

介護予防教室「こころはずむ音
楽療法」

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●12月13日〜15日（FⅡ・佐世保記念
全Rを併売）　●12月16日（佐世保記
念全Rを場外発売）

立川まんがぱーく大市

パソコンライフ「インターネット
を賢く楽しむ」

立川北口農産物直売所朝市

ミニ展示「1964 東京オリン
ピック in Tachikawa」

室内楽コンサート｢ピアノ三重
奏の名作を聴く｣

シニア

予=予約制 直=直接会場（先着順）　※祝日を除く =電話相談

相談項目 相談日 時　間 場　所 連絡先

予
法
律
相
談

相続・金銭貸借等法律
全般

第1〜第4月曜日 9:30〜正午 市民相談室

市民相談係
☎（528）4319

第1木曜日

13:30〜16:30

女性総合セン
ター・アイム5階

第2木曜日 子ども未来
センター

第3木曜日 市民相談室
第4木曜日 柴崎学習館

日曜日

13:00〜16:00
伊勢丹立川店
6階あいあい
ステーション

あいあいステー
ション
☎（540）7484

成年後見 第2土曜日
地域あんしんセ
ンターたちかわ
☎（529）8319

予相続・登記・成年後見等 第1・3・4火曜日 13:30〜16:30 市民相談室 市民相談係
☎（528）4319予税務相談

所得税、相続税、贈与税等
第2・第4水曜日 13:30〜16:25
偶数月の第3土曜日

13:00〜16:00
伊勢丹立川店
6階あいあい
ステーション

あいあいステー
ション
☎（540）7484

予年金・労働相談
年金、労働問題、雇用保険等 奇数月の第3土曜日

予家事相談
夫婦間、親子間、
離婚問題等

第1〜第4木曜日
第1・第3火曜日 9:20〜正午

市民相談室 市民相談係
☎（528）4319

第2・第4火曜日 13:30〜16:10
予不動産相談
不動産の売買、
賃貸借契約等

第2・第4水曜日 13:30〜16:30

予交通事故相談 第1水曜日
予行政手続相談
遺言書の作成等 第2火曜日 9:20〜正午

犯罪被害者等支援相談
月曜〜金曜日

8:30〜17:00
（正午〜13:00
を除く）

公益通報者保護相談
（外部通報窓口）
予人権悩みごと相談
不当な扱い、いやがらせ等 第1水曜日

9:30〜11:45
予行政相談
国等への苦情、要望等 第3水曜日

直 消費生活相談
契約トラブル、商品知識、
架空請求、多重債務

月曜〜金曜日
（第3木曜日は電話
相談のみ）

9:00〜16:00
（正午〜13:00
を除く）

女性総合セン
ター・アイム
5階

消費生活センター
☎（528）6810

相談項目 相談日 時　間 場　所 連絡先
予高齢者福祉相談 偶数月の第1水曜日

13:00〜16:00
伊勢丹立川店
6階あいあい
ステーション

あいあいステー
ション
☎（540）7484

予行政手続相談
遺言書の作成等 第3火曜日

予相続相談 第2・第4火曜日
予福祉のしごと相談 第1火曜日

予直 女性相談
月曜〜金曜日

8:30〜17:00
（正午〜13:00
を除く）

生活福祉課 生活福祉課・
内線1578

予直 母子相談
ひとり親家庭の相談 子育て推進課 給付係・

内線1345

子
ど
も
未
来
セ
ン
タ
ー
で
の
各
種
相
談

予直 子ども総合相
談受付
どこに相談したらいい
か分からない子どもに
関する相談 月曜〜土曜日

9:00〜17:00 子ども未来
センター

子ども家庭支援
センター
☎（529）8566

予直 子育て家庭の
相談
子育て家庭への支援
の相談

子ども家庭相談係
☎（528）6871

予直 発達相談
子どもの発達が気にな
るとき

月曜〜金曜日 発達支援係
☎（529）8586

予 教育・就学相談
学校や家庭での悩み・
就学相談

月曜〜土曜日
（就学相談は第2
土曜日のみ）

特別支援教育課
相談係
☎（527）6171

子育て
ひろば

直 乳幼児期
の相談 月曜〜金曜日 10:00〜正午

（一部午後あり）
子育てひろば

（児童館ほか）
子育てひろば担当
☎（528）4335

直 アルコール相談 第2・第4水曜日
13:00〜16:00 総合福祉セン

ター
社会福祉協議会
☎（529）8426直 ふれあい相談 木曜日

予 カウンセリング相談
火・水・土曜日

（土曜日は電話相
談のみ）

13:00〜17:00
女性総合セン
ター・アイム
5階

男女平等参画係
☎（528）6801

日
常
生
活
等

在
留
資
格
、

直
外
国
人
相
談 

中国語 第1・第4土曜日

13:00〜16:00
女性総合セン
ター・アイム
5階

たちかわ多文化
共生センター
☎（527）0310

英語・
ポルトガル語 第2土曜日

英語 第3・第5土曜日
※第1・第2土曜日は行政書士、第3〜第5土曜日は生活相談員が対応

市役所☎（523）2111くらしの相談日程

立川市役所ロビーコンサート

る方法を学びます。交流会も予定時
12月17日㈫午後2時〜3時45分場子
ども未来センター202会議室費500
円（資料代）定8人（申込順）持ノート
パソコン申12月15日㈰までに、件名
に「パソコンライフ講座」、本文に氏
名、参加人数、連絡先を書いてパソコ
ンライフ・小宮山さん e pclife042@
yahoo.co.jpへ問 子ども未来セン
ター☎（529）8682
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