
10平成25年（2013年）12月25日

マザーズコーナー（曙町2−7−16鈴
春ビル5階）へ問同コーナー☎（523）
1509、市男女平等参画課☎（528）
6801

交通安全の
話 や D V D
の上映のほ
か 、自転 車
シミュレー
ターで交通ルールや自転車の安全な
乗り方を学びます。反射材用品のプ
レゼントのほか、自転車来場者で希
望者には自転車マスタードライバー
証を交付。立川警察署、立川国立地
区交通安全協会と市の共催対市内在
住の小学生と保護者 (必ず保護者同
伴)時1月19日㈰午前10時〜11時場
立川警察署（緑町）定30組（申込順）
申1月18日㈯までに電話で立川警察
署交通総務係☎(527)0110へ問市
交通対策課・内線2280

中世末期から20世紀初頭にかけて
の西洋絵画と、ロダンを中心とする
フランス近代彫刻の解説を聞きな
がら常設展を鑑賞します。浅草での
昼食（深川飯など）付き対市内在住・
在勤・在学の小学生以上の方時3月
27日㈭午前9時〜午後6時ごろ〔た
ましんRISURUホール（立川市市民
会館）前集合・解散〕費大人2,800
円、小・中学生1,400円（昼食代、交
通費など）定45人（抽選）申1月31日
㈮〔消印有効〕までに、応募者全員（4
人以内）の住所、氏名（ふりがな。代
表者に印）、年齢、電話番号、在勤・在
学の方は勤務先名か学校名、「西洋
美術館希望」と書いて、はがきまたは
ファクス、Eメールで立川市地域文
化振興財団〔〒190−0022錦町3−
3−20〕Fax（525）6581 e bijyutsu@
tachikawa-chiikibunka.or.jpへ

日本の伝統芸能である講談に触れて
みませんか。演目は、「伊達家の鬼夫
婦」 「転生」。市民企画活動事業。企
画・運営は立川シティクラブ時1月26
日㈰午後1時30分〜3時場女性総合
センター師講談師・山中紅香さん定
40人（申込順）保10人程度（1歳〜学
齢前）申12月25日㈬から男女平等参
画課☎（528）6801へ

就職活動に必要な「パソコン（ワード・
エクセル）の基本操作の習得」と「実
際の応募に活用できる職務経歴書
の作成」を学びます。受講にあたって
は、ハローワーク立川マザーズコー
ナーの登録が必要です対現在子育て
中で、再就職を目指している女性時1
月22日㈬〜24日㈮、午前9時30分〜
午後4時30分（全3回）場女性総合セ
ンター定20人（申込順）保18人（1歳
〜学齢前）申直接、立川ワークプラザ

がんと診断されると、検査・入院・治療
で病院から高額な請求が来る場合が
あります。高額療養費制度・生活福祉
資金貸付制度・介護保険制度につい
て学びます対65歳以上の方、そのご
家族時1月30日㈭午後2時〜4時場砂
川学習館定30人（申込順）申12月25
日㈬から電話で、さいわい地域包括
支援センター☎（538）2339へ

対57歳以上の市民の方時1月15日、2
月12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

自治大学校・立川市共催市民公開講
座。小泉純一郎元総理首席秘書官を
務め、現在は内閣官房参与として活
躍中の飯島勲さんをお招きし、「政治
主導と行政」というテーマのお話を聞
きます対市内在住、在勤、在学の方時
2月6日㈭午後6時30分〜8時（午後
6時開場）場自治大学校（緑町10−1）
師内閣官房参与・飯島勲さん定100人

（申込順）申1月20日㈪までに電話ま
たは、住所・氏名・電話番号を書いてE
メールかファクスで総務省自治大学
校☎（540）4545 e jitidai-kenkyu@
soumu.go.jpFax（540）4504へ問市
人事課人材育成推進係・内線2573

3月2日㈰にたましんRISURUホール
（立川市市民会館）で開催する東京
バレエ団子どものためのバレエ「ねむ
れる森の美女」公演に関連し、バレエ
の楽しさを実感できるワークショップ
を開催します。
①vol.34公演ダンサーが教える「初
めての子どもバレエ」　対バレエ未経
験の満4歳以上の未就学児時3月1日
㈯午後2時〜2時45分場子ども未来
センター費500円（公演チケット購入
者は無料）定30人（抽選。市内在住者
優先枠あり）
②vol.35プロのダンサーのレッスン
を見学しよう!　対小・中学生と保護
者時3月2日㈰午前10時〜11時30分
場たましんRISURUホール（立川市
市民会館）大ホール定100人（抽選。
市内在住者優先枠あり）
申いずれも2月16日㈰までに、立川
市地域文化振興財団ホームページHP

http://www.tachikawa-chiiki
bunka.or.jp/kidsentryballet.html

（右QRコードからアクセ
ス可）から同財団☎（526）
1312へ

飯島勲氏が語る「政治主導と行
政」

子育て中の女性のためのパソ
コン講習

講談で聴く女性のターニングポ
イント

財団キッズ・ワークショップ

がんと公的なお金の話～利用
できる制度を知ろう

催し シニア

遊びにおいでよ 児 童 館 マークの催しは
申し込み制です

富士見児童館	 ☎(506)0026
羽衣児童館	 ☎(506)0025
●平成26年3月末まで大規模改修工事

で閉館しています▷富士見児童館=新
生小▷羽衣児童館=六小で出張児童
館を実施していますので、くわしくは
児童館ホームページをご覧ください
上砂児童館	 ☎（535）1557
●カズーを作ろう!=1月8日㈬午後2時

30分から
コースターを作ろう!=1月15日㈬午後
2時30分から、定員10人、有料

●豆まきの三宝を作ろう!=1月31日㈮午
後3時30分から
西砂児童館	 ☎（531）0433
●お正月あそび週間=1月6日㈪〜12日

㈰午前9時から
凧づくり=1月19日㈰午後1時から、定
員20人
●ドッチボール大会=1月22日㈬午後3

時30分から

幸児童館	 ☎（537）0358
●お正月あそび週間=1月4日㈯〜7日㈫

午後2時から
●タッチ粥=1月7日㈫午後3時30分から
●カード大会=1月8日㈬午後2時から
高松児童館	 ☎（528）2925
●お正月あそびをしよう=1月4日㈯〜8

日㈬午後2時30分から
●OKIDOKI・オキドキ・アート!=1月29

日㈬午後2時30分から
若葉児童館	 ☎（536）1400
●お正月あそび=1月4日㈯〜12日㈰午

後1時から
手打ちうどんづくり=1月15日㈬午後3
時から、定員12人、有料
錦児童館	 ☎（525）6684
●バドミントンラリー大会=1月8日㈬午

後2時30分から
●おたのしみシアター=1月22日㈬午後2

時から

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

●立川産新鮮野菜の朝市　新鮮野
菜の販売をします時1月19日㈰午前
10時〜正午
●子育てひろば　対乳幼児と保護者
時1月10日・17日・24日・31日の金曜
日と12日・26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
1月26日㈰午後1時〜2時
●絵てがみ教室　野菜・果物・花など
を見て絵を描きます時1月7日・21日
の火曜日、午前10時〜正午費50円
プラモデルづくり教室　対小学2

年生以上時1月26日㈰午前9時30分
〜午後3時30分定10人〔申込順、1月
19日㈰まで〕
ふれあいサークル　体操など対高

齢者時1月11日㈯午後1時30分〜
3時30分費50円（茶菓子代）定20人

〔申込順、1月10日㈮まで〕
陶芸教室　陶芸作り時1月11日・

25日の土曜日、午後1時30分〜3時

30分定 10人〔申込順、1月10日㈮
まで〕費子ども500円、大人1,000円

（材料代）
●フリー談話室「さぼう」　自由に参
加できる交流の場時1月11日・18日・
25日の土曜日と12日・19日・26日の
日曜日、午前10時〜午後3時
●ニットカフェ　時1月の毎週火曜
日、午後1時〜3時費50円（お茶代）
終活相談　遺言相談などを個別に

受けます時1月22日㈬午後2時〜4時
定3組〔申込順、1月21日㈫まで〕
よさこいソーランの講習　対中学

生〜70歳くらい（小学生以下は保護
者同伴）時1月11日・25日の土曜日、
午後7時〜9時費1,000円（保険料・
衣装代など）定なし〔参加者把握のた
め申込制、1月7日㈫まで〕
ものづくりワークショップ　アクセ

サリー作り時1月11日・25日の土曜
日、午後1時〜5時費500円（材料代）
定20人〔申込順、1月10日㈮まで〕
日曜絵画教室　写生を行います時

1月12日㈰午後1時〜2時30分定10
人〔申込順、1月11日㈯まで〕持汚れ
てもよい服装で

シルバー人材センター入会説
明会

国立西洋美術館鑑賞ツアー

親子自転車教室

12 月 3 日から 9 日までは立川市障
害者週間。この週間に合わせ、市
内各所でさまざまな催しが開催され、
891人が来場しました。子ども未来
センターでは、小学 4 年生が描いた

「障害者の絵」や市内障害福祉団体
の紹介パネルの展示、実際に使用し
使い勝手を実感できる福祉機器体験
などが行われました。このほか、柴
崎学習館では社会保険労務士による
障害年金相談。女性総合センターで
は満員となった映画会「最強の二人」
などが開催されました。今年も多く
の方にとって障害について考える機
会となった週間でした。

障害者週間にさまざまな
催しを開催
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立川市地域文化振興財団では、市民
のコミュニティ活動促進のため、市内
で活躍している個人・団体を表彰して
います。市民の方に推薦していただき、
審査して決定します。現在、以下の各
賞を募集中です。
①文化芸術活動奨励賞　▶年内に
開催および公開された文化・芸術の
催事や各種大会へ出品、出演、出場し、
特に優れた成績を収めた個人または
団体▶長年にわたり、地域活動を通じ
て文化・芸術の発展に寄与した個人・
団体
②コミュニティ活動奨励賞　▶文化・
芸術に関した地域で他の模範となる
善意の行為や継続的なボランティア
活動を行っている個人または団体▶
文化・芸術に関した実践を通じて地
域の公徳心を高める活動を行ってい
る個人または団体▶地域振興のため、
自主的、継続的な文化・芸術に関する
コミュニティ活動を行っている個人・
団体申1月15日㈬〔必着〕までに所定
の推薦書〔たましんRISURUホール
（立川市市民会館）で配布〕に資料を
添えて、郵送または直接、立川市地域
文化振興財団〔〒190−0022錦町3−
3−20たましんRISURUホール内〕☎
（526）1312へ〔12月24日㈫〜平成
26年1月3日㈮までは休館〕

特許、実用新案、意匠、商標の出願の
ほか、訴訟、調査、外国での特許取得、
著作権、輸入差し止めなどの知的財
産について、弁理士が無料で相談に
応じます（秘密厳守）時1月21日㈫・
2月18日㈫、いずれも午後2時〜4時
場たましんWinセンター（曙町2−8−
18）申電話で日本弁理士会関東支部
☎03(3519)2751へ

都立多摩職業能力開発センター、同
センター八王子校・府中校では、平成
26年4月入校生を募集します。科目に
より、訓練期間、応募条件・定員が異
なります。見学会もあります。募集科
目や応募方法などくわしくは各セン
ター・校までお問い合わせください▶
募集期間=1月6日㈪〜2月6日㈭▶募
集科目▷多摩職業能力開発センター
（昭島市）=計測制御システム科、精
密加工科、機械組立技術科など16科
目問同センター☎（500）8700▷八王
子校=自動車整備工学科、メカトロニ
クス科、電気設備システム科など7科
目問同校☎042（622）8201▷府中校
=組込みシステム技術科、電気設備技
術科、ビルクリーニング管理科など9
科目問同校☎042（367）8201

対都内在住・在勤で、①尋常小学校か
国民初等科を修了したが、高等学校
の入学資格のない方②現行制度での
義務教育が未修了で、学齢相当年齢
を超過した①に準ずる方時選考=3月
2日㈰午前10時から定40人申1月8日
㈬〜2月26日㈬〔消印有効〕に願書を
郵送、または直接、神田一橋中学校通
信教育課程〔〒101−0071千代田区
富士見1－1－6〕☎03（3265）5961
へ

「気功・自分のための健康法」など、全
6講座。講座内容や申込方法など、く
わしくは塾生募集案内パンフレット
〔市政情報コーナー（市役所3階）
などで配布〕か多摩交流センターの
ホームページHPhttp://www.tama-
100.or.jp/をご覧ください▶開講期間
（6か月コース）=平成26年4月〜9月
▶会場=多摩交流センター（京王線府
中駅北口徒歩3分）▶受講料=3,000円
（全6回の講座）、6,000円（全12回の
講座）▶申込期限=1月20日㈪〔消印
有効〕問TAMA市民塾〔多摩交流セン
ター内〕☎042（335）0111

平成26年度から心身障害者タク
シー・ガソリン費助成事業にご協力し
ていただける事業者を募集していま
す。タクシー・ガソリン費助成券での
受領を希望される事業者は立川市と
事前に協定を締結していただく必要
があります。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
ださい問障害福祉課・内線1517

7月21日㈷の第6回国際交流公演に
向けて出演者を募集します。英国王
立バレエ学校「エルムハースト」校の
生徒たちとの合同公演です。1月19
日㈰にオーディションを行います。対
象は、9歳〜22歳で、経験5年以上あ
る方です。優秀な生徒は留学の推薦
もします。申し込み締め切りは、1月
18日㈯。申込方法など、くわしくは
ジャパン・インターナショナル・ユー
ス・バレエ（JIYB）〔柏町4−65−12〕☎
（537）4731Fax（537）4731HPhttp://
jiyb.web.fc2.
com/へ問市
地域文化課・
内線2636

現況届の結果、引き続きひとり親家庭
等医療費助成制度の受給資格が継続
する方に、1月1日から利用できる新
しい「 医療証」（藤色）を発送しまし
た。届かない場合は、子育て推進課に
ご連絡ください申子育て推進課給付
係・内線1345

平成26年度に市立小・中学校に入学
する新1年生の保護者の方へ、1月10
日に入学通知を発送します（就学相
談中の方を除く）。数日経過しても届
かない場合は、学務課学務保健係に
ご連絡ください。
なお、通知書は住民基本台帳に登録
されている▶小学校新1年生=平成19
年4月2日〜平成20年4月1日に生ま
れた方▶中学校新1年生=平成13年4
月2日〜平成14年4月1日に生まれた
方の保護者にお送りします。
問学務課学務保健係・内線2515

排水機能の回復と悪臭防止などのた
め、3月まで市内の雨水ますの清掃を
行います。これは雨水ますに堆積した
落ち葉や土砂を取り除くもので、1か
所15分程度の短時間の作業ですので、
ご協力をお願いします。なお、雨水ま

すに落ち葉や吸殻・ごみを捨てると下
水の詰まりや悪臭の原因になります。
また、ますのふたを開けたりすること
は危険ですので絶対にしないでくだ
さい問下水道管理課・内線2204

平成26年・27年
度の小学校給
食・中学校給食
の食材料納入
業者指定の申請
を受け付けます。
申請書は市ホー
ムページからダ
ウンロードできます▶選考基準＝①
都内か近県に営業所があり、定めら
れた時間に配送できる②2年以上営
業活動をしていて経営状況が良好③
食材料の取り扱いが安全かつ衛生的
であることなど▶申請方法＝1月10日
㈮〜2月7日㈮〔土曜・日曜日、祝日を
除く〕、午前9時〜午後4時45分に直
接、学校給食課管理係（学校給食共同
調理場内）☎（529）3511へ

平成26年1月1日から条例等の改正
に伴い、市税・国民健康保険料等に係
る延滞金の年率が変わります。納期
限の翌日から1か月を経過する日まで
は2.9%、1か月を過ぎると9.2%となり
ます問納税課庶務係・内線1240、保

険年金課収納係・内線1411、介護保
険課介護保険料係・内線1446

市内産品の販路拡大を支援するた
め、市内の中小企業が支出する次の
経費の2分の1を補助します（上限20
万円）。対象は平成25年度中に実施し
た事業で、採用予定件数は10件（先
着順で予算の範囲内での交付）▶展
示会への出展=出展料、パンフレット
等の販促材の作成費▶多摩テクノプ
ラザの利用=依頼試験・依頼検査にか
かる費用、機器・施設利用料▶知的財
産権の取得=特許権・実用新案権・意
匠権・商標権の取得にかかる経費申
産業振興課（市役所2階）で配布する
申請書（市ホームページからもダウン
ロード可）に必要事項を書いて、1月
10日㈮から直接、産業振興課商工振
興係・内線2644へ

勤労者福祉サービスセンターでは、た
だいま会員拡大キャンペーンを実施
しています。平成26年3月末日までに
ご入会いただいた新規事業所は、入
会金(1人300円)が無料となります。
会員は、1人につき月額400円の会費
で、人間ドック助成など健康増進事業
や、映画・レジャー施設の利用助成な
ど、総合的な福利厚生事業が受けら
れます。加入を希望する事業所には、

センターの加入促進員が説明に伺い
ますので、お問い合わせください。な
お、勤労者福祉サービスセンターは、
12月26日㈭から立川市市民会館5階
に移転します問同サービスセンター
事務局☎(523)2142〔12月25日㈬ま
では☎（523）2111・内線4070〕

平成26年1月1日時点で償却資
産（機械や設備などの土地や家
屋以外の事業用資産）を所有
している個人や法人の方は、1
月6日㈪〜31日㈮〔土曜・日曜
日、祝日を除く〕の期間に、課税
課償却資産係（市役所1階）へ
償却資産の申告をしてくださ
い。市で把握している対象資産
所有者の方には12月上旬に申
告用紙を郵送していますが、ま
だ届いていない方や平成25年
1月2日以降に事業を開始した
方はご連絡ください。また、市で
は「エルタックス（eLTAX）」を
利用したインターネットによる
固定資産（償却資産）税の電子
申告の受け付けも行っていま
す。くわしくは、エルタックスの
ホームページHPhttp://www.
eltax.jp/をご覧ください問課
税課償却資産係・内線1228

多摩地区無料知的財産相談

新しい親医療証をお送りします

勤労者福祉サービスセンター
会員拡大キャンペーン実施中

市内産品の販路拡大にかかる
費用を補助します

国際交流バレエ公演出演者

職業訓練生（4月入校）募集

コミュニティ奨励賞の推薦

小・中学校入学通知書を発送し
ます

雨水ますの清掃を実施

小・中学校給食の食材料納入業
者の指定申請を受け付け

お知らせ

募集 官公署・その他

心身障害者タクシー・ガソリン
費助成事業の協力事業者

償却資産の申告を

市税・国民健康保険料等の延滞
金の年率が変わります

千代田区立神田一橋中学校通
信教育課程生徒募集

TAMA市民塾塾生募集
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