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お知らせ

●11月29日〜12月1日（FⅡ、岸和田
記念全Rを併売）　●12月2日（岸和
田記念全Rを場外発売）

0180（994）223～5開催案内・レース結果

募集

地区図書館の臨時休館
市図書館は蔵書点検のため、臨時休
館します▶幸・西砂・高松・錦図書館
=12月2日㈫〜5日㈮▶上砂・多摩川・

若葉図書館=12月16日㈫〜19日㈮
なお、市民の方は相互利用協定を結
んでいる国立・昭島・武蔵村山市の図
書館も利用できます（利用方法・開館
日等は各市図書館にお問い合わせく
ださい）。休館中の本の返却は、ブック
ポスト（CDやカセットテープ、都立図
書館などからの借用本は除く）または
開館しているほかの図書館へ問中央
図書館☎（528）6800

生産緑地地区変更案の縦覧と
意見書の提出

市は、都市計画法に基づき、生産緑地
地区変更案の縦覧と意見書の提出を
受け付けます。意見書は縦覧期間中に
直接または郵送（消印有効）で、都市
計画課（市役所2階）へご提出ください。
●縦覧　時12月4日㈭〜18日㈭〔土
曜・日曜日を除く〕、午前8時30分〜
午後5時15分場都市計画課（市役所2
階）
●意見書記載事項　①宛名（立川市
長宛て）②標題（「生産緑地地区変更
案に関する意見書」）③日付、住所、氏
名④意見
問都市計画課都市計画係・内線2367

雨水ますの清掃を実施しています
排水機能の回復と悪臭防止などのた
め、平成27年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箇所15分程度の作業です。な
お、雨水ますに落ち葉や吸殻、ごみを

立川市民オペラ助演出演者
平成27年3月14日㈯・15日㈰開催の
歌劇「愛の妙薬」の助演出演者を募
集します（「農民」の役）。経験者はも
ちろん、初めての方でも丁寧に指導
します。くわしくは立川市地域文化振
興財団ホームページHPhttp://www.
tachikawa-chiikibunka.or.jp/
operaをご覧ください対16歳以上の
方（18歳未満の方は保護者の承認が
必要）時練習は平成27年2月ごろから
全10回程度（原則として木曜日の夜）
場たましんRISURUホール（立川市
市民会館）ほか定10人（選考）申平成
27年1月9日㈮までに同財団・市民オ
ペラ担当☎（526）1312へ
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の
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用水6市共同クリーン
デーボランティア
野火止用水関係6市と都が一斉清掃
活動を行います。ごみ拾いなどに参加
いただけるボランティアを募集します。
小雨決行時12月6日㈯午前9時30分
集合、清掃は午前10時〜正午ごろ場
集合は玉川上水駅南口、清掃は野火
止用水（幸町6−36）定20人（申込順）
持汚れてもよい服装申12月4日㈭ま
でに市公園緑地課緑化推進係・内線
2260へ

シルバー人材センター嘱託職員
平成27年4月1日採用の嘱託職員を

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

国民年金保険料収納業務を民
間に委託しています

日本年金機構は、国民年金保険料が
納め忘れとなっている方に対する「電
話や文書、個別訪問による納付奨励や
保険料の収納業務」について、民間委
託しています▶委託事業者＝日立トリ
プルウィン㈱☎0120（211）231問立
川年金事務所☎（523）0352

立川ワークチャンスフェア
2014

市は、ハローワーク立川や関係機関と
の共催で、就職面接会を開催します。
立川市近郊の企業25社程度が参加
予定。履歴書(複数枚)持参の上、直接
会場へ。くわしくはハローワーク立川
のホームページをご覧ください時12
月10日㈬午後1時30分〜4時(受け
付けは午後1時〜3時30分)場ハロー
ワーク立川（緑町4−2）問ハローワー
ク立川☎（525）8615、市産業振興課
商工振興係・内線2644

募集します▶対象=次のすべての条
件に当てはまる方▷車の運転ができ
る▷家事援助サービス、高齢者福祉
サービス等でのコーディネーター経
験3年以上▷簡単なパソコン入力が
できる▶業務=家事援助サービスコー
ディネーターおよび事務▶勤務、報酬
など=週4日、立川市内、月額20万円。
そのほか当シルバー人材センター規
程による▶募集人員=1人（選考）※応
募方法・選考日等、くわしくはお問い
合わせください問立川市シルバー人
材センター事務局☎（527）2204

ふれあい作品展の出展者
市と立川市老人
クラブ連合会は
平成27年1月19
日㈪〜23日㈮に
開催する｢ふれあ
い作品展｣の出展者を募集します。作
品内容は書道、絵画、写真、文芸、造形
など。1人2点まで対市内在住の60歳
以上の方申12月16日㈫までに、各福
祉会館で配布する所定の申込用紙に
必要事項を書いて、作品とともに直接、
立川市老人クラブ連合会〔柴崎福祉
会館内〕☎（521）3733へ

−27）問アトリエ事務局☎080（3211）
9820
●図書館の魅力〜図書館をとことん使
いつくそう　立川の図書館を考える会
と立川地域文庫連絡会が共催。読みた
い本を借りるだけでなくいろいろな利
用方法がある図書館の奥深さを知って
使いつくしましょう。直接会場へ時12月
7日㈰午後2時30分〜4時30分場女性
総合センター5階第3学習室定60人（先
着順）問島田さん☎（521）4724〔午後8
時以降〕

会員募集

●焼
やき

墨
ぼく

画
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友の会　和紙の代わりに、白
木板を焼きペンで焦がして、水墨画風に
絵を描くウッド・アートを楽しみません
か。初めての方でも転写するので、作画
できます時毎月第1・第3水曜日、午前ま
たは午後の3時間程度場錦学習館ほか
月1,500円申厚見さん☎（525）9524
●萌黄の会　新年の初詣を着物でお参
りしませんか。講師が分かりやすく着付
の基礎を教えます。タンスに眠っている
着物をよみがえらせましょう。まず普段
着の小紋から時月2回原則火曜日、午後
2時〜4時場高松学習館月1,500円申
木村さん☎（535）1164
●MG会　健康麻雀で楽しい時間を
仲間と過ごしませんか対多少経験の
ある方時毎週水曜日、午後0時30分か
ら場グリーンセンター（市清掃工場内）
定若干名（申込順）申似

にた

内
ない

さん☎090
（6655）3359

●フリージア　季節の花やプリザーブ
ドフラワーのアレンジメントを楽しむ会
です。分かりやすいテキストとアドバイ
スで上達間違いなし。初めての方歓迎
時毎週金曜日▷午前10時30分〜正午
▷午後１時30分〜３時場幸学習館、さ
かえ会館ほか費１回500円（ほかに花
代、材料代で3,700円〜3,900円）定15
人（申込順）申横山さん☎080（5053）
9270
●リズム気功リラックS

ス

　軽快なリズ
ムに合わせ簡単な楽しい気功運動をし
て体をほぐします時毎月第1・第3月曜
日、午前10時30分〜正午場高松学習
館月1,500円申渡辺さん☎090（2236）
1916
●立川シャンソン・カトレアの会　毎回
発声練習から始まる楽しいシャンソン
の会です。男性女性、年齢問わず初心者
歓迎時毎月第1・第3土曜日、午後1時30
分〜3時場高松学習館ほか入1,000円
月3,500円申中野さん☎（536）0088
●つづれ会　昔のことや今思っている
ことを書いて合評する楽しい会です。60
歳以上の方大歓迎です時毎月第3金曜
日、午前9時30分〜正午場柴崎学習館
月1,000円申山﨑さん☎（535）8113
●立川市ターゲットバードゴルフ協会
　羽根付きボールを打つ、ゴルフをミニ
化したスポーツです。ゴルフ未経験者歓
迎。体験いつでも可対20歳以上の健康
な方時毎週火曜・木曜日、午前9時〜午
後1時場▷火曜日＝多摩川緑地野球場
▷木曜日＝砂川中央地区東野球場費年
会費4,000円定80人（申込順）申黒目さ
ん☎（526）1860

まちのお知らせ

●ウィンターバザー2014　至誠学園
が主催。模擬店、福引、日用品・雑貨・玩
具などの販売、ゲームコーナー、リラク
ゼーションコーナーなど。直接会場へ時
12月7日㈰午前10時〜午後2時（雨天
決行）場至誠学園園庭（錦町6−26−15）
問同学園・櫻井さん☎（524）2601
●スペイン語無料講座　スペイン語会
話ヒラソルが主催。直接会場へ時12月
19日㈮午後3時30分から場子ども未
来センター問田中さん☎090（3238）
7728
●自己肯定感を高める誕生学講座　ナ
チュラが主催。つい子どもを責めてしま
うという子育て中の方に向けた講座で
す時12月13日㈯午後2時〜4時場子ど
も未来センター師誕生学アドバイザー・
青木千景さん費1,300円（受講料）定
24人（申込順）申久保さん e oyagyo.
at.tachikawa@gmail.com
●石田倉庫のアートな2日間「てのしな
しな」　石田倉庫の住人が主催。さま
ざまなジャンルの作家が集まる石田倉
庫のオープンアトリエです。作品展示、
ワークショップ、飲食ブースなど五感
でアートに触れられる2日間です。直接
会場へ時12月6日㈯・7日㈰、午前10時
〜午後5時場石田倉庫（富士見町2−32

●錦町木曜テニス　一年を通して、レッ
スンを受けながら、楽しくゲームをし、
気持ちよい汗をかけるテニスをします
対テニス経験者時祝日以外の毎週木
曜日、午後1時〜3時場錦町庭球場月
4,000円申竹内さん☎（535）6827
●フラダンスの会プリティー　初心者
の方には楽しく分かりやすく指導しま
す。見学自由対60歳以上の方時毎月第
1・第3金曜日、午後1時30分〜3時場柴
崎学習館ほか入1,000円月2,000円定
5人（申込順）申八

や

島
しま

さん☎（522）7381
●栄町ミニテニスクラブ　ミニテニス
は、体育館の中で行う球技で、中高年
まで楽しめます。見学自由対中学生以
上時・場▷毎週日曜日＝午後1時30分
〜4時30分（五小）▷毎週月曜日＝午後
6時30分〜9時（さかえ会館）▷毎週金
曜日＝午後6時30分〜9時（八小）費年
会費2,000円入1,000円申平田さん☎
（525）0064
●第2なでしこ書道会　玉川大学の講
師・吉田功用さんが楷書・行書・かな等、
幅広く教えてくださり、色紙・掛軸・額
入れなども指導してくれます時毎月第
2・第4金曜日、午前10時〜正午場柴崎
学習館月2,000円申田倉さん☎（522）
5697
●十文字自彊術「野いちご」　自彊術
は硬くなった関節をほぐし、ゆがんだ骨
格を矯正し、血液の循環を良くするとさ
れる健康体操です対子育て世代の女性
（子ども同伴可）時毎週土曜日、午前10
時〜正午場砂川学習館費3,250円（保
険代、教本代ほか）入500円月2,000円
申黒木さん☎080（6580）7597

この欄の情報の連絡・交渉は当事者間で。
市は関与しません。


