
●住民基本台帳記録数 （前月比）
人口 178,043 （－151）
男 88,734 （－76）
女 89,309 （－75）
世帯 85,068 （－80）

平成26年（2014年）2月25日（毎月10日・25日発行）

広 告

※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
2月1日現在

㈲ケイコム・ジャパン　立川市錦町1-2-5 三浦ビル3F
パソコン市民講座立川

パソコン無料体験実施中！！
学習の楽しさをご確認下さい。納得して頂いた上で、ご入会して頂いております。

初心者・中高年・主婦の方も！
曜日・時間は自由！
振替もＯＫ！

1,300円

要予約

安心の低価格
1
講
座

（
税
込
）

パソコン市民講座 立川・昭島
iPad講座受付中

インターネット ワード デジカメ メール ハガキ

ココファン立川

学研ココファン東京都立川市錦町3-8-22
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

OPEN!
随 時
内覧可能
立川駅より徒歩12分

立川市キャラクター くるりん立川市キャラクター くるりん

　立川市・大町市観光情報プラザ（柴
崎町3-14-3柴崎郵便局隣り）で立川観
光協会推奨品・認定品を含む店内の商
品を500円以上お買い上げいただいた
お客様に、立川市キャラクター「くる
りん」の缶バッジを1個プレゼント!　
数に限りがあるので、早めにきてくだ
さいね!
第 1 弾 2月25日㈫～3月10日㈪

（ 1～ 3の中から選べます）
※第2弾は3月11日㈫～24日㈪。缶バ
ッジは各柄限定100個（なくなり次
第終了）。

問産業振興課観光振興係・内線2659

　フリーマーケットや屋台・キッチンカーに
よる販売、大福引、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
時受け付けています（運営協力金500円）。
問子ども未来センター☎（529）8682

応募方法  所定の応募用紙に必要事項を書
いて、鑑定品の写真を添付してください。
応募用紙（鑑定出場申込書）は、市役所（3階
市政情報コーナー）、たましんRISURUホー
ル（立川市市民会館）、子ども未来センター

で配布しているほか、市ホームページからダウンロードできます。
※1人何点でも応募できます（申込書は1点につき1枚必要。コピー可）。
※収録予定の5月24日㈯に出演可能な方に限ります。
※古物売買免許のある方は、ご遠慮ください。
応募締切  3月31日㈪〔必着〕

問地域文化課・内線4502、立川市地域文化振興財団☎（526）1312

往信おもて 返信うら

往信

190-0022

立川市錦町3-3-20
たましんRISURUホール２階
立川市地域文化振興財団
「出張！なんでも
鑑定団in立川」観覧係

※ここは白紙の
　ままで

返信おもて 往信うら

返信

観覧希望者の
郵便番号
住所
氏名

観覧希望

名前①
　　②

①の連絡先
住所：
TEL:

応募方法 ４月21日㈪〔消印有効〕までに往復はが
きでご応募ください（下図参照）。
※当選したはがき1枚につき2人まで入場できます。

観覧募集

1

2

3

営業時間：午前11時～午後6時（木曜日は午後4時まで）
休  業  日：日曜日、祝日（土曜日も臨時休業の場合あり）

開催日時

会　場

3月2日　午前9時～午後3時（小雨決行）日

子ども未来センター芝生広場

開催日時

会　場 たましんRISURUホール（立川市市民会館）
大ホール

お宝
大募集

5月24日●午後1時開演（正午開場）土

┌くるりん┘
立川市・大町市観光情報プラザ

缶バッジ
プレゼント
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