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平成28年（2016年）7月25日

前9時から八ヶ岳山荘☎0551（48）
2309へ

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、現代の起業に欠かせない
ITやSNSの実践活用ノウハウを演習
やディスカッションを通じて学びます。
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3日～10月1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
立川商工会議所☎（527）2700へ問
市産業観光課☎（528）4317

看護師再就職相談フェア

市は、立川市医師会と共催で看護師
の就職相談会を開催します。市内の
医療機関の担当者から施設概要・採
用情報について聞いたり、東京都ナー
スプラザの専門相談員に再就職の悩
み相談などもできます。参加医療機
関は、市ホームページをご覧ください
（「立川市看護師再就職」で検索。下
2次元コードからアクセス可）。服装自
由、履歴書不要。保育あり（予約不要）。
待ち時間にできるアロマスプレー作
りの無料講習会があります（先着40
人。アロマスプレーは持ち帰りできま
す）。直接会場へ対看護師または准看
護師の資格をお持ちの方時8月26日
㈮午後1時～4時場女
性総合センター問健康
推進課地域支援係☎
(527)3272

猫の譲渡相談会

直接会場へ時8月3日㈬午後1時～3
時場市役所1階多目的プラザ問環境
対策課環境推進係・内線2244

さようならふれあいミュージッ
クフェスティバル2016

長い間、障害のある方や小さな子ど
もも一緒に楽しめるコンサートとし
て皆さんに愛されてきましたが、今
年がラストコンサートになります。特
別ゲストを迎え、感謝を込めて開催
します時9月25日㈰午後2時開演場
国立音楽大学講堂(柏町5丁目)申電
話、または住所、氏名、電話番号、整理
券希望枚数、車いす利用の有無、未
就学児は年齢を書いてファクス、E
メールで市民活動センターたちかわ
まで☎(529)8323Fax(529)8714 e

shimin@tachikawa-shakyo.jpへ

第25回たちかわ真夏の夜の演
劇祭

いずれも開場
は開演の30
分前。演劇祭
チケット（半
券も可）の提
示で、他の演劇祭参加作品が3回まで
1,000円引きで観劇できます場たまし
んRISURUホール申たちかわ演劇祭
実行委員会・立川市地域文化振興財
団☎（526）1311へ
●カジキタドリーム「『Green Em-
brace 2』2幕」　時▷8月6日㈯午後4
時開演▷8月7日㈰午後1時開演▷8
月7日㈰午後4時開演費2,500円
●稲城ふるさと劇団「ナツヤスミ語辞
典」　時8月11日(木・祝)午後3時開演
費1,500円
●浅川少年少女合唱団「ミュージカル
『魔女の卒業試験』」　時▷8月13日
㈯午後2時30分開演▷8月14日㈰午
前10時30分開演▷8月14日㈰午後2
時30分開演費1,500円
●ひなた村劇団「サリーはとても白く
て…」　時▷8月19日㈮午後7時開演
▷8月20日㈯午後2時開演費1,500円
●葵の会「オランダおいね」　時▷8月

催し

お知らせ

21日㈰午後1時開演▷8月21日㈰午
後4時30分開演費1,500円
●劇団国立ミュージカル「Le Petit 
Prince」　時▷8月23日㈫午後4時開
演▷8月23日㈫午後7時開演▷8月24
日㈬午前11時開演▷8月24日㈬午後
2時開演▷8月24日㈬午後5時開演費
2,000円
●演劇サークル夢さしの「八月のシャ
ハラザード」　時▷8月26日㈮午後7
時開演▷8月27日㈯午後0時30分開
演費1,500円
●中高年パフォーマンスグループたっ
きぃ「ゆびきりげんまん&たっきぃレ
ビュー」　時8月28日㈰午後2時開演
費1,500円

「農」の婚活～立川若手農家と
新鮮な野菜を使ったお食事会

立川市の農業後継者の独身会員で構
成する「ふれあい部会」が、すてきな出
会いを求めて交流会を開催します。農
家の皆さんが心を込めて育てたおい
しい立川産農産物を使ってのバーベ
キューで楽しい時間を過ごしません
か。二次会あり対農業に関心のある
20歳～39歳の独身女性の方時8月
20日㈯午前11時30分ごろから場市
内（くわしくは、当選した方に後日連
絡します）費3,000円（食事代）定15人
（抽選）申8月1日㈪〔必着〕までに電
話または、はがきに住所、氏名、年齢、
電話番号、職業を書いて産業観光課
農業振興係・内線2650へ

まんがぱーく大市

大道芸などのス
テージショー、大
好評のキッチン
カー、とれたて立
川産野菜の販売
など、楽しい企画やお店が盛りだくさ
ん。広場で遊び疲れたら「立川まんが
ぱーく」でひと休み。家族みんなで楽
しく充実した1日を過ごすことができ
ます。ミニプールもあります。直接会
場へ。フリーマーケットの出店申し込

みも随時受け付けています。くわしく
は、子ども未来センターのホームペー
ジHPhttp://t-mirai.com/をご覧くだ
さい時8月7日・21日の日曜日、午前9
時～午後3時場子ども未来センター
問子ども未来センター☎（529）8682

オトナリ at たちかわ

芝生広場で開催するライブイベント
です。くわしくは子ども未来センター
のホームページHPhttp://t-mirai.
com/をご覧ください。下2次元コー
ドからアクセス可時8月3日㈬午後
7時～8時場子ども未来センター問
オトナリ・八

はっ

崎
さき

さん☎
080（5249）8148 e

o t o n a r i m u s i c @
gmail.com

立川市役所ロビーコンサート

k
く く る

ukuruによる演奏です。出演は津崎
このみさん（フルート）、比嘉洸太さん
（ピアノ）。曲は「Stand Alone（坂の
上の雲）」「ハンブルガー・ソナタ」ほ
か。直接会場へ時8月9日㈫午後0時
20分～0時50分場市役所1階多目的
プラザ問立川市地域文化振興財団☎
（526）1312

八ヶ岳山荘バスツアー

爽やかな高原へ
「八ヶ岳高原
列車・旧軽井
沢散策と巨峰
狩り食べ放題」対市内在住・在勤・在
学の方と家族時8月31日㈬午前7時
30分～9月1日㈭午後5時〔1泊2日〕
場▷1日目=ファーレ立川集合～こん
にゃくパーク～峠の釜めし（昼食）～
旧軽井沢散策～軽井沢ブルワリー～
八ヶ岳山荘到着▷2日目=山荘～清泉
寮散策～小海線乗車（清里～野辺山）
～びっくり市（買い物）～八ヶ岳アウト
レット（自由昼食）～巨峰狩り（食べ放
題）～立川着費大人16,000円(65歳
以上の方は15,000円)定45人（申込
順。最少催行人員35人）申7月25日午

8月1日～9月中旬、総合福祉セ
ンターのエレベーターは利用
できません

総合福祉センターのエレベーターは、
老朽化のため8月1日㈪～9月中旬の
間改修工事を行います。この期間は
エレベーターを利用できません。ご理
解、ご協力をお願いします。なお、工事
のスケジュールにより、改修期間が延
びる場合があります問立川市社会福
祉協議会☎（529）8300、市福祉総務
課・内線1490

市営葬儀説明会

立川市斎場指定管理者の立川市シル
バー人材センターから、市営葬儀につ
いて説明を聞きます。直接会場へ時8
月28日、9月25日の日曜日、午前10時

～11時場立川市斎場（羽衣町3-20-
23）問同斎場☎（524）1998

都医療券（気管支ぜん息）の更
新を忘れずに～大気汚染医療
費助成制度

都は、都内に1年（3歳未満は6か月）
以上在住の18歳未満で気管支ぜん
息等に罹患しているなど、要件を満た
す方に対して、認定疾病に係る医療費
（保険適用後の自己負担分）を助成
しています。有効期間満了後も引き
続き助成を受けるためには更新手続
きが必要です。有効期間満了の1か月
前を目安に受付窓口で手続きを行っ
てください。生年月日が平成9年4月
1日以前で有効期間内の医療券をお
持ちの方は、有効期間満了までに更
新手続きを行わない場合、資格喪失
となり、再度認定を受けられなくなり
ます▶受付窓口▷18歳未満の方=子

育て推進課（市役所1階21番窓口）内
線1346▷18歳以上の方=障害福祉
課（市役所1階1番窓口）内線1510問
都福祉保健局環境保健衛生課☎03
（5320）4491

「ジェネリック医薬品に関する
お知らせ」を郵送しました

ジェネリック医薬品の利用によって
自己負担額の縮減が見込まれる被保
険者の方に「ジェネリック医薬品に関

するお知らせ」を郵送しました。この
お知らせには、平成28年4月に処方さ
れた薬（新薬）の名称、用量、自己負担
相当額と、その薬をジェネリック医薬
品に切り替えた場合の自己負担の縮
減額を記載しています。ジェネリック
医薬品へのご理解と積極的な利用が、
ご家庭での医療費節約と増え続ける
医療費抑制の一助となりますので、ご
協力をお願いします問保険年金課医
療費適正化担当・内線1423

劇団「カジキタドリーム」

作品随時募集 あなたの撮った写真を広報に
「広報たちかわ」の最終面
で月に1回「ここが大好き立
川」と題して、市内で撮影し
た「人、物、場所」を紹介し
ます。ぜひ、あなたの知って
いる大好きな立川を教えて

ください。募集要項は広報課
（市役所2階42番窓口）で配
布しています（市ホームペー
ジからダウンロードも可）。
問広報課広報広聴係・内線
2744
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