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市道2級17号線拡幅事業の工
事説明会

工事概要や今後の予定等について説
明します。直接会場へ時9月25日㈭午
後7時〜8時、9月28日㈰午後1時〜2
時場上砂川小体育館問道路課・内線
2407

戦傷病者等の妻に対する特別
給付金

①第二十五回特別給付金国庫債券
「い」号および②第十三回特別給付
金国庫債券「か」号の請求期限は、い
ずれも平成26年9月30日です（10月
以降の申請は無効）▷対象=①平成
15年4月2日〜平成23年4月1日に新
たに戦傷病者等の妻になった方②平
成15年4月1日〜平成18年9月30日
に一般のけがや病気で死亡した戦傷
病者等の妻の方▷請求先=福祉総務
課（市役所1階）問市福祉総務課調整
係・内線1490、都福祉保健局生活福
祉部☎03（5320）4077

特別相談「多重債務110番」
市は、都や東京三弁護士会、東京司
法書士会、法テラス等と連携し、多
重債務を抱えている方の相談を実施
します。消費生活相談員が窓口とな
り、債務整理の専門相談につなぐ手
助けをします。直接会場へ。電話相
談☎（528）6810〔相談直通〕も行い

就活セミナー・合同企業説明会
対新卒・既卒学生を含む一般求職者
と職業能力開発センター訓練生時9
月10日㈬▷就活セミナー=午前10時
〜11時30分、定員30人（申込順）▷
合同企業説明会（参加企業30社）=午
後1時〜4時30分、入退場自由（受付
は午後0時30分〜3時30分）場都立
多摩職業能力開発センター（昭島市
東町3−6−33）申東京しごとセンター
多摩☎042（329）4524HPhttp://
www.tokyoshigoto.jp/tama/へ

就職に役立つ無料PC講座・職
業適性チェック

若者に向けた初級講座や職業適性
チェックなどを開催しています。受
講には説明会での登録が必要です。
まずは説明会にお申し込みくださ
い。くわしくはたちかわ若者サポー
トステーションのホームページHP

http://www.sodateage.net/yss/
tachikawa/をご覧ください対15歳
〜39歳の求職中の方場たちかわ若者
サポートステーション（柴崎町3−14
−3）申たちかわ若者サポートステー
ション☎（529）3378へ

えんとつフェスティバル2014
小平・村山・大和衛生組合が主催。組
合見学ミニツアー、フリーマーケット、
模擬店（容器デポジット方式、食器持
参の方は割引あり）、生バンド演奏な
ど。直接会場へ時10月11日㈯午前

●９月２日～４日（FⅠ・第６回山口健
治杯）

0180（994）223～5開催案内・レース結果

お知らせ

子ども未来センターのコミュニティプログラム
場子ども未来センター費6,000円（材
料代）定 10人（申込順）持カホン（幅
26cm×高さ40cm×奥行き30cm）を
持ち帰るための袋、動きやすく汚れて
もよい服申8月30日㈯〔必着〕までに
電話か、氏名・年齢・参加人数・電話番
号を書いてEメールで手づくりカホン
プロジェクト実行委員会・八

はっ

崎
さき

さん☎
080（5249）8148 e tokyocajon@
gmail.comへ

　子ども未来センターでは登録団体
がホスト役となり、多種多様なコミュ
ニティプログラムを展開しています。
問子ども未来センター☎（529）8682
●手づくりTOKYOカホンワーク
ショップ　多摩産の杉の木で南米ペ
ルー生まれの打楽器カホンを作りま
す。実際に木に触れ、環境について学
びましょう対小学生以下は保護者同
伴時8月31日㈰午前10時〜午後1時

ます対市内在住・在勤・在学の方時
9月1日㈪・2日㈫、午前9時〜午後4時

（正午〜午後1時を除く）場消費生活
センター（女性総合センター5階）問
市生活安全課消費生活センター係☎

（528）6801

10時〜午後3時〔雨天の場合は12日
㈰に順延〕場小平・村山・大和衛生組
合（小平市中島町2−1）※車での来場
はご遠慮ください。ペット類の入場は
できません。
●フリーマーケット出店者募集　対
アマチュアのグループ（2人以上）で、
小平市・東大和市・武蔵村山市・立川
市に在住の方費500円（参加費）定40
店舗程度（1区画2m×3m。搬入車両
用駐車場有。ただし、車両による出店
は不可）申9月10日㈬〔消印有効〕ま
でに、代表者の住所、氏名（ふりがな）、
電話番号、販売品目、販売点数、自己
PRを書いて、往復はがきで同組合計
画課〔〒187−0033小平市中島町2−
1〕へ（1グループ1件まで）。申込多数
の場合は抽選。ただし、10店舗程度は
近隣の方を優先します。結果は9月24
日㈬ごろに通知します。
問同組合計画課☎042（341）4345

身元不明相談所を開設
警視庁では「天まで届け 家族の願い」
をスローガンに、身元不明相談所を開
設します。皆さんの家族に▷病気など
を苦にして家を出た後、全く音信がな
い▷旅行などに出かけたまま、長い間
消息を絶っている▷犯罪や事故に巻
き込まれているおそれがあるなどで、
行方不明の方がいたら、ご相談くださ

時場シビル（JR立川駅南口徒歩3分）費
①全12回で20,000円②全4回で7,000
円（受講料）定各15人（申込順）申シビ
ル・河

こう

野
の

さん☎（524）9014
●視覚障害者の皆様と「こえ」との交流
会　立川市朗読サークル「こえ」が主
催。日ごろ音訳（朗読）活動をしている私
たちと楽しいひとときを過ごしませんか
対視覚障害者の方時10月10日㈮午前
10時〜11時30分場総合福祉センター
視聴覚室申9月20日㈯までに渡瀬さん
☎042（378）8095
●トリム体操無料体験講習会　トリム
体操立川が主催。誰でもできるトリム体
操で、楽しく体の手入れをしましょう時
▷9月3日・10日・24日の水曜日、午後1
時〜3時▷9月15日・29日の月曜日、午
前10時〜正午場柴崎学習館師日本トリ
ム体操協会指導者定各35人（申込順）
申 田さん☎090（1793）3107〔午後〕
●フェルトの体験講座　ひつじ工房が
主催。羊毛を重ねてせっけん水で摩擦す
るハンドメイドのフェルト。体験講座で
はティーマットを作ります時9月29日㈪
午前10時〜正午場高松学習館費1,000
円（材料代）定12人（申込順）持バスタオ
ル、エプロン、手拭きタオル申石島さん☎

（536）7963

午後2時〜3時30分（ゼロから）▷午後
3時30分〜5時（中級）▷午後5時〜6時
30分（初級）場子ども未来センターほか
月8,000円申田中さん☎090（3238）
7728
●みんなの展示場「絵・文字同好会」　
絵・おもしろ文字の2科目。絵を描き、文
字も描きます。楽しさ倍加。初めての方
大歓迎時毎月第2金曜日、午後1時30分
〜3時30分場みんなの展示場（柴崎町
2−21−17）月1,500円定15人（申込順）
申同会☎（524）4702
●パンの会　体にやさしい手作りパン
と簡単にできる料理を作り、試食しなが
ら楽しく歓談します。お土産もあります
対18歳以上の初心者、中級者時毎月第
2水曜日、午前9時30分〜午後1時30分
場幸学習館入1,000円月2,500円（指導
料。材料費込み）定10人（申込順）申仁

に

平
へい

さん☎（537）2328
●ドリーム・ダンシング・クラブ　マナー
が良く安心できる環境の中、社交ダンス
を踊りましょう。1か月間無料で体験で
きます対初心者から経験者まで時毎週
火曜日、午前9時30分〜11時30分場柴
崎福祉会館入1,000円月2,000円定5
人（申込順）申丸

まる

藤
ふじ

さん☎090（1541）
6785

まちのお知らせ

●知的障害を抱える子ども達～笑顔の
写真パネル展　立川市手をつなぐ親の
会&こらそんが主催。写真を通し、子ど
もたちのありのままの姿や、障害児を持
つ私たち家族の思いを、多くの方に伝え
たいと思います。明るく元気に頑張って
いる子どもたちの様子を、ぜひ見に来て
ください。直接会場へ時9月1日㈪〜9日
㈫、午前9時〜午後5時（初日は午後1時
から）場市役所1階多目的プラザ問松本
さん☎（529）6245
●大人の学び直し社会科①日本近現代
史②多摩の水と人の暮らし　シビルが
主催。ベテラン教員の分かりやすい授
業①高校日本史A（明治維新から敗戦
まで）②小学4年社会科「東京の水」対
30歳以上の方時①9月〜平成27年2月
の第2・第4土曜日、午後2時〜4時（12
月は第1・第3土曜日）②9月14日、10月
12日、11月3日、12月14日、午後1時〜3

●うたとピアノのチャリティコンサー
トⅢ　東京賢治シュタイナー学校が主
催。日本人初のドイツ宮廷歌手・小森
輝彦とピアニスト・服部容子の黄金の
コンビの演奏を身近に体験。収益は校
舎の修繕費用となります対音楽好きの
方、子どもの教育に興味をお持ちの方
時9月14日㈰午後2時開演場東京賢治
シュタイナー学校ホール（柴崎町6−20
−37）費 大人3,000円、小学生〜高校
生1,000円※お得なセット券もありHP

www.tokyokenji-steiner.jp/申同校☎
（523）7112
●ヒルフラット吹奏楽団第5回定期演奏
会　ヒルフラット吹奏楽団が主催。曲目
は「アルメニアン・ダンスパート1」「ジュ
ラシックパーク」ほか。直接会場へ時9
月15日㈷午後1時30分開演（午後1時
開場）場たましんRISURUホール（立川
市市民会館）大ホール問平山さん☎090

（3067）4864

会員募集

●スペイン語会話ヒラソル　スペイン
語の会話を学ぶサークルです。ぜひ一
度見学に来てください時毎週金曜日▷

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。
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い。探している方の写真など本人を特
定する資料があればお持ちください。
直接会場へ時9月1日㈪〜30日㈫、午
前9時〜午後4時30分場警視庁本部1
階身元不明相談室（千代田区霞が関2
−1−1）※各警察署でも相談に応じて
います問警察庁刑事部鑑識課身元不
明相談室☎03（3592）2440、立川警
察署鑑識係☎（527）0110

東京発・伝統WA感動 東京大
茶会2014

東京都、東京文化発信プロジェクト
室、東京発・伝統WA感動実行委員
会が主催。立川市茶道連盟の特別
協力。くわしくは東京大茶会ホーム
ページHPhttp://tokyo-grand-tea-
ceremony2014.jpをご覧ください
時9月27日㈯・28日㈰、午前10時〜
午後5時場江戸東京たてもの園（小
金井市桜町3−7−1）費当日入園無料
▷茶席=700円（要事前申し込み）▷
野点=300円▷茶道初めて体験=300
円▷子どものための茶道教室=200
円問東京大茶会事務局☎03（3813）
1181

官公署・その他


