
●住民基本台帳記録数 （前月比）
人口 178,194 （－88）
男 88,810 （－62）
女 89,384 （－26）
世帯 85,148 （－54）

平成26年（2014年）1月25日（毎月10日・25日発行）
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※広告に関するお問い合わせは…総合広告代理店　フレックス株式会社☎042（528）1611へ

人口と世帯

平成26年
1月1日現在

広報たちかわ／1月25日号

詳細は 多摩西部コンサルタント協会 検索

会計を経営に活かす！  ～ゼロからわかる！会社を成長させるための会計セミナー～

『売上が上がっているのに利益は増えていない』
『利益は出ているのになぜかお金がない』
そんな経営者の悩みにお答えします！

『売上が上がっているのに利益は増えていない』
『利益は出ているのになぜかお金がない』
そんな経営者の悩みにお答えします！

●日時：平成26年2月21日（金）16時から
●会場：たましん事業支援センター（通称WINセンター）
●主催：独立行政法人中小企業基盤整備機構　 一般社団法人多摩西部コンサルタント協会
●共催：多摩信用金庫
●講師：森下左知子（フィオーレ税理士事務所　代表税理士）
●お問合せ：042-560-2260（対応窓口　北口経営事務所）

税金の最新の動向についてもお答えします！
参加費は無料です
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たましん事業支援センター
（東京建物ファーレ立川ビル1F）
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ココファン立川
現地内覧会開催決定！立川駅より徒歩12分

学研ココファン東京都立川市錦町3-8
株式会社　学研ココファン 内覧会お申し込み先

0120-027-558

サービス付き高齢者向け住宅

安心の暮らしをお届けする、5つのポイント
❶入居一時金0円低料金設定
❷介護事業所を併設
❸24時間365日、館内にスタッフが常駐
❹充実の生活サービス
　緊急時対応サービス・フロントサービス・生活支援サービス・健康医療相談サービス
　※介護保険サービス、食事サービスは別途契約が必要です。
❺安心・安全設計（バリアフリー・緊急通報装置・スプリンクラー等完備）

『入居一時金』不要!
24時間365日ヘルパー常駐

立川展示場！
家づくりのことは、何でもお任せ下さい！
土地探し、建替え、住替え、住宅ローン
間取りプラン作成、ライフシミュレーション
設計デザイナー相談、建築現場案内など

建設業許可/国土交通大臣許可（特-21）第21113号　一級建築士事務所/東京都知事登録第53714号
宅地建物取引業免許/国土交通大臣（2）第6982号　（財）住宅保証機構/建設業者登録10007517号
建設業許可/国土交通大臣許可（特-21）第21113号　一級建築士事務所/東京都知事登録第53714号
宅地建物取引業免許/国土交通大臣（2）第6982号　（財）住宅保証機構/建設業者登録10007517号

東京西支店 立川営業所
立川市泉町935-1 ハウジングワールドNO.54 営業時間　AM10:00～PM18:00（定休日なし）

株式会社 042-521-7571

匠の心でつくる 1,000万円台からの長期優良住宅

①2月11日（火）～12日（水）
②2月26日（水）～27日（木）
時間/10:00～（全日程とも）

OPEN!
内覧会開催

学習会
22日㈯ ･･････････････････････
●知っていますか ?
あふれるサプリメン
ト　コマーシャルを
うのみにせず、正し
い知識を学びましょ
う時 午前 10 時〜
11時 30 分場 5 階第 2 学習室師
東京都消費者啓発員・澤木佐重子
さん定 30人（先着順）
●国民皆保険制度は存続できるか
　現在の医療保険体制について考
えます。手話通訳あり時正午〜午後
1時 30分場 5階第 2学習室師全
国社会保険協会連合会理事長・伊
藤雅治さん定 30人（先着順）
● TPPについて　TPPが私たちの
くらしに与える影響を考えます。手
話通訳あり時午後 2時〜 4時場 5
階第 2学習室師東京大学大学院農
学生命科学研究科教授・鈴木宣弘
さん定 30人（先着順）
23日㈰ ･･････････････････････
●東京・立川の農業を知ろう!　私
たちの食を支える農業の現状につ
いて学びます時午前10時 30分〜
正午場 5階第 2学習室師東京都農
業会議業務部次長・田中誠さん定
30人（先着順）

展示
22日㈯/23日㈰ ･･････････････
●くらしに関す
るポスター展　
市内小・中学
生や一般の方に
よる、環境や食
をテーマにした
力作が 111 点
もそろいました
場 5 階ギャラ
リー
●実行委員会参加団体による展示
「くらし」「食」「環境」「育児」の視点
から、さまざまな情報を発信します。
講習やクイズを開催するコーナーも
あります場 5階ロビー、5階第 1・
第 3学習室、5階第 1会議室

食
22日㈯ ･･････････････････････
●立川産野菜の実費頒布　時午後
3時 15分から（売り切れ次第終了）
場 5階第 1会議室
22日㈯/23日㈰ ･･････････････
●手作りカレー
　時午前11時
30分〜午後2時
（売り切れ次第終了）場 5階料理実
習室費 150円

講演会
23日㈰ ･･････････････････････
●知って選ぼう　食品の裏側〜今
日の安全　明日の安心　実験とお

話を通して、食
品添加物につい
ての理解を深め
ます。手話通訳
あり時午後1時
30分〜3時30
分（午後 1時開

場）場 1階ホール師食品添加物評
論家・安部司さん定 190 人（申込
順）保 10 人程度（1歳〜学齢前）申
1月27日㈪から生活安全課消費
生活センター係☎（528）6801へ

コンサート
22日㈯ ･･････････････････････
●春をよぶ名歌の花束をあなたに!
　出演は二期会
会員のソプラノ
歌手・市川恵美
さん時午後2時
〜3時（午後1時
30分開場）場 1
階ホール費 300
円（3歳以上。チケットは当日午前
10時から5階作業室前で販売）定
190人（座席指定）

体験
22日㈯ ･･････････････････････
●お茶席　時午前 11時〜午後 3
時（いつでも入場可）場 5階和室費
300円（お菓子付き）
●健康チェック　骨密度、血管年
齢、血圧、体脂肪、歯科相談を行
います。素足になります時午前 10
時 30 分〜正午、午後 1時 30 分
〜 3時（各回終了30分前に受付終
了）場 1階健康サロン費 100円（実
費）
●食卓を彩る可愛いコースター作
り　時午前 10 時〜午後 0 時 30
分場 5階作業室定 20人（先着順）
23日㈰ ･･････････････････････
●着付け教室　時午前 10 時 30
分〜正午、午後 0時 30分〜 2時
場 5 階和室定各回 5人費 300 円
（実費）
●簡単で素敵なステンシルカード
作り　時午前10時〜午後 0時 30
分場 5階作業室

相談
22日㈯/23日㈰ ･･････････････

消費生活相談会　電話相談もでき
ます時午前 9時〜午後 4時（正午
〜午後 1時を除く）場 5 階消費生
活相談室〔直通☎（528）6810〕

くらしフェスタ立川
今日の安全 明日の安心
～赤ちゃんからお年寄りまで

第 回12

来場者用保育あり 若干名、１回２時間まで（１歳〜学齢前）申直接 5階カウン
ターへ（事前申込可）

22
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2月
土
日23日

日

女性総合センター
1階・5階

　「食」「環境」「育児」「健康」など、くらしにかかわる情報満載の市民イベント「くら
しフェスタ立川」を開催します。ぜひご来場ください。参加方法が指定されている
イベント以外は直接会場へお越しください。
問生活安全課消費生活センター係（女性総合センター内）☎（528）6801

一小 5 年・高山雅暉
さん


