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スポーツ

第9回ソフトバレーボール大会
結果

6月29日㈰に泉市民体育館で開催さ
れた大会の結果は次の通りです。
▶混合の部（競技の部）▷優勝=バッ
カス▷準優勝=幸友クラブ▷第3位
=hyt▶混合の部（親睦の部）▷優勝
=NOMURA▷準優勝=W.I.S.E 第2
▷第3位=SONICS B

市民体育大会

●自転車競技（トラック）　時8月31
日㈰午前9時から場立川競輪場問立
川市自転車競技連盟事務局・伊藤さ
ん e tachikawa_cf@yahoo.co.jp
●ゲートボール　▶オープンの部＝
時9月3日㈬午前9時から場砂川中央

地区北多目的運動広場▶地区対抗の
部＝時9月21日㈰午前9時から場砂
川中央地区北多目的運動広場問立川
市ゲートボール協会事務局長･坂本
さん☎（523）2922
●ソフトテニス（中学生の部）　▶男
子の部＝時9月6日㈯午前9時から場
泉町庭球場▶女子の部＝時 8月31
日㈰午前9時から場 錦町庭球場 問
立川市ソフトテニス連盟・佐藤さん☎

（527）9689
●卓球（中学生の部）　時9月6日㈯
午前9時から場七中問七中・佐藤さん
☎（531）0511
●ソフトボール（地区対抗の部）　時
9月7日・14日の日曜日、午前8時30
分から場多摩川緑地野球場問立川市
ソフトボール連盟・戸所さん☎（524）
2738
●相撲　時9月14日㈰午前10時から
場練成館問立川市相撲連盟・佐川さ
ん☎（536）4616
●テニス（中学生シングルス）　時▷男
子=9月15日㈷▷女子=10月11日㈯場
泉町・砂川中央地区庭球場問立川市
テニス連盟・山崎さん☎（536）6798
●テニス（一般シングルス、シニアダ
ブルス）　時▷一般女子A・B=10月

○８月７日（第１木曜日）は午後4時から無料の個人開放日となりま
す。
●第1体育室(卓球・バドミントン・ミニテニス)＝2日・6日・7日・
10日・13日・16日・20日・27日(7日は午後Ⅱ・夜間のみ、7日以
外は全日)　●第2体育室▶卓球・バドミントン＝4日・11日・18日・
24日・25日(24日全日、24日以外は午前・午後Ⅰのみ)▶バスケッ
トボール＝4日・11日・18日・25日(いずれも午後Ⅱ・夜間のみ)
▶午前＝午前9時～午後0時30分▶午後Ⅰ＝午後0時30分～4時
▶午後Ⅱ＝午後4時～7時30分▶夜間＝午後7時30分～11時

泉市民体育館 ☎（536）6711
8
月
の
個
人
利
用
日

柴崎市民体育館 ☎（523）5770
○８月４日（第１月曜日）は無料の個人開放日となります。
●第1体育室（バドミントン・ミニテニス）　●第2体育室（卓球・ボ
ルダリング）＝いずれも1日・4日・8日・9日・15日・17日・22日・
23日・29日

11日㈯・25日㈯▷一般男子A=10月5
日㈰▷一般男子B=9月21日㈰・23日
㈷▷シニアダブルス=10月18日㈯場
泉町・砂川中央地区・錦町・自治大学
校各庭球場問立川市テニス連盟・山
崎さん☎（536）6798
●サッカー（一般の部）　時10月5日
～12月14日の日曜日場砂川中央地区
北多目的運動広場問立川市サッカー
協会・石川さん☎090（3908）8835

市民体育大会の結果
●ミニテニス（地区対抗の部）　▷優

勝=錦町体育会▷準優勝=若葉町体
育会▷第3位=富士見町体育会
●軟式野球（地区対抗の部）　▷優勝
=幸町体育会▷準優勝=柴崎町体育
会▷第3位=若葉町体育会

柴崎市民体育館の室内プール
利用時間の短縮と中止

8月2日㈯は、市民体育大会（水泳）
準備のため、柴崎市民体育館の室内
プールは午後6時までの利用となりま
す。8月3日㈰は、大会開催のため終日
利用できません。

申・問泉市民体育館〔〒190−0015
泉町786−11〕☎（536）6711、柴崎
市民体育館〔〒190−0023柴崎町6
−15−9〕☎（523）5770へ

申込方法、費用などは立川市体育
協会のホームページへ。

検索

お知らせ

被爆者健康手帳をお持ちの方
へ見舞金を支給します

4月1日現在、被爆者健康手帳をお持
ちの方で、引き続き市内にお住まいの
方に、見舞金を支給します。対象者に
は関係書類をお送りしました。8月1
日㈮〔消印有効〕までに直接または郵
送で福祉総務課調整係へ。なお、対象
者で関係書類が届かない方はご連絡
ください問福祉総務課調整係・内線
1490

立川駅南口土地区画整理事業
の事業計画を変更しました

市は、立川駅南口土地区画整理事業
の事業計画を、5月26日付で変更しま
した。変更内容は、区画整理課（市役
所2階）でご覧になれます問区画整理
課換地処分係・内線2314

地域学習館を開放〜夏休み学
習室のご利用を

夏休みの間、地域学習館内のロビー、
教室を学習室として開放します（下
表）。学習館の休館日は利用できませ
ん。なお、パソコンの使用はできませ
ん時7月22日㈫～8月31日㈰、午前9
時～午後4時30分〔柴崎学習館は8月
10日㈰まで、錦学習館は8月27日㈬
まで〕問各地域学習館へ

土地・家屋調査を実施中
市は現在、来年度の固定資産税の課
税に必要な評価額を決めるため、新
築や増築した家屋と土地の現況調査
を行っています。身分証明書を携帯し
た市職員が家屋の間取りや仕上げ材
を確認したり、宅地内や畑などに立ち
入らせていただく場合がありますの
で、ご協力をお願いします。なお、今年
土地の利用状況に変更のあった方は
土地係まで、従来の家屋を取り壊して
滅失登記が済んでいない方は家屋係
までご連絡ください問課税課土地係・
内線1216、家屋係・内線1221

「（仮称）武蔵村山センター新精肉棟
新築工事」に関する環境影響評価調
査計画書の縦覧、意見書の提出等

●縦覧　時7月25日㈮～8月4日㈪、
午前9時30分～午後4時30分（土曜・
日曜日を除く）場市環境対策課（市役
所2階）、都環境局都市地球環境部環
境都市づくり課（都庁）、都多摩環境
事務所管理課（立川合同庁舎4階）
●閲覧　時7月25日㈮～8月4日㈪、
午前9時30分～午後4時30分〔土曜・
日曜日、7月28日㈪を除く〕場西砂学
習館
●意見書の提出　直接または郵送で
提出してください▶記載事項=①事業
名②氏名と住所（法人その他の団体
は、名称、代表者の氏名、都内にある
事務所か事業所の所在地）③環境保
全の見地からの意見▶受付期間=7月
25日㈮～8月13日㈬〔消印有効〕▶提
出先=都環境局都市地球環境部環境
都市づくり課〔〒163−8001新宿区西
新宿2−8−1〕☎03（5388）3440
問市環境対策課・内線2248

「たちかわ創造舎」オープンに
向け準備中

旧多摩川小学校有効活用事業の一
環として、旧多摩川小の改修工事を
行っています。改修後の施設では①
インキュベーション②フィルムコミッ
ション③サイクルステーションの3つ
の事業を柱として、B棟のたまがわ・
みらいパークと連携しながら新たな
出会いや交流を生みだす「たちかわ
創造舎」を平成27年8月に開設予定
です。施設のホームページHPhttp://
tachikawa-sozosha.jp/をご覧くだ
さい〔7月25日㈮から〕問地域文化課・
内線4502

創業応援塾
実践タイプの創業セミナーを開催し
ます。事業を始めるための心構え、経
営に必要な基礎知識、ビジネスプラ
ンのほか、ITの実践活用ノウハウの
講義もあります。本セミナーは産業競
争力強化法の「特定創業支援事業」に
なっており、必要項目を受講し、認定
を受けた受講者は、信用保証枠拡大、
登録免許税減免が受けられます対
創業や開業を目指す方時9月6日・13
日・20日・27日、10月4日の土曜日、午
前9時30分～午後4時30分（全5回）
場立川商工会議所（曙町2−38−5）費
5,000円（受講料）定50人（申込順）
申7月25日㈮から立川商工会議所☎

（527）2700へ

立川防災館 夏休み特別企画
いずれも直接、立川防災館（泉町115
6−1）へ。午前9時～午後5時開館（毎

官公署・その他

週木曜、第3金曜日は休館）▶防災学
習ノート・防災体験日記配布=自由研
究に役立つノートなど対小学生時8
月31日㈰までの開館時間中▶防災
GOODSつり=クイズに答えて防災
グッズがもらえる魚釣りに挑戦対小
学生以下時8月9日㈯～17日㈰の午
前10時～正午と午後1時～3時〔14日
㈭と15日㈮は除く〕▶わくわく防災コ
ンサート=時8月3日㈰午後1時～2時
定100人程度（先着順）問立川防災館
☎（521）1119

東京都福祉人材センター多摩
支所を開設

都は、多摩地域における就労支援を
拡充するため、立川市に多摩支所を
開設しました。多摩支所では、福祉の
仕事の紹介や斡旋のほか、相談等に
も対応しています▷所在地=曙町2−
34−13オリンピック第3ビル7階（JR
立川駅徒歩5分）▷開所時間=午前9
時～午後5時（土曜・日曜日、祝日、年
末年始を除く）▷相談受付=午前9時
～11時30分、午後1時～5時（土曜・
日曜日、祝日、年末年始を除く）問東
京都福祉人材センター多摩支所☎

（595）8422HPhttp://www.tcsw.
tvac.or.jp/jinzai/
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夏休み学習室
学習館名 電話番号 定員
砂川 ☎（535）5959 30人
西砂 ☎（531）0431 40人
高松 ☎（527）0014 10人
幸 ☎（534）3076 20人
錦 ☎（527）6743 30人
柴崎 ☎（524）2773 40人


