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平成28年（2016年）7月25日

55歳からの働きたい方を応援
します

シニアの方を対象に市内や周辺地域
の企業などへの職業紹介や就業相談
を行っています。くわしくは直接、立
川商工会議所無料職業紹介所へ対お
おむね55歳以上の方時月曜～金曜日、
午前10時～午後4時〔祝日を除く〕場
立川商工会議所無料職業紹介所〔ル
ミネ立川店1階西側（外周）〕問同紹介
所☎（522）4611、市産業観光課商工
振興係・内線2645

おしえて！包括（地域包括支援
センター出張相談窓口）

ミニ講座や脳年齢チェック、脳トレ、
介護の相談など。市と立川市地域包
括支援センター、武蔵村山市の共催。
直接会場へ時8月10日㈬午後1時30
分～4時30分場ダイエー武蔵村山店
1階「ぐらんぱ&ぐらんま」（武蔵村山

シニア

官公署・その他

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●7月30日～8月2日（弥彦記念を場
外発売）　●8月3日～5日（名古屋FⅠ
を場外発売）　●8月6日～7日（静岡
FⅠを場外発売）

北多摩地域産業保健センター
を利用しませんか

労働安全衛生法で定められた保健指導
（産業医による健康相談）等の産業保
健サービスを無料で提供しています対
立川労働基準監督署管内の小規模事
業場（労働者50人未満）の事業主と労
働者の方問同センター☎（524）6135

立川防災館 夏休み特別企画

平成28年熊本地震特集、最新消防車
両や風水害を特集したパネル展示の
ほか、さまざまなイベントを開催しま
す。くわしくは立川防災館のホーム
ページHPhttp://www.tfd.metro.
tokyo.jp/hp-ttbskan/をご覧いただ
くか、お問い合わせください。直接会
場へ。午前9時～午後5時開館（毎週
木曜日、第3金曜日は休館。祝日にあ
たる場合は翌日）場立川防災館（泉町
1156-1）▶親子で防災ノートを持っ
て防災体験をしよう!＝防災体験をし
て、防災ノートを完成させます対小
学生の子どもと保護者時9月30日㈮
までの開館時間中▶防災GOODSつ
り＝防災クイズに答えて魚釣りに挑
戦します対小学生以下の子ども時8
月6日㈯・11日（木・祝）・13日㈯・14日
㈰、午後1時～4時▶わくわく防災コ
ンサート＝東京消防庁音楽隊による
コンサート時8月7日㈰午後1時～2

市伊奈平3-36-1）問北部西かみすな
地域包括支援センター☎（536）9910

シルバー人材センター入会説
明会

対市内在住の57歳以上の方時8月
10日、9月14日の水曜日、午後1時か
ら場シルバー人材センター柴崎本部
（柴崎町1-17-7）申前日までに同本
部☎（527）2204へ

男性介護者の集い

家族の介護をしている男性が集まり、
日ごろの悩みや心配事などを気軽に
語り合います。2か月に1回開催してい
ます時8月6日㈯午後1時30分～3時
場さかえ会館申北部東わかば地域包
括支援センター☎(538)1221へ

介護予防教室「元気ハツラツ民
謡教室」

三味線、尺八に合わせて、お腹の底
から大きな声を出して健康を保ちま
しょう。先生が優しく指導します対市

学校用務員（臨時職員）

▶業務=市立小･中学校での学校用務
（校舎内外の清掃、樹木のせん定、軽
微な修繕等）▶期間=①9月1日～30
日②10月1日～31日▶勤務=①②い
ずれも月曜～金曜日の午前8時15分
～午後4時45分（実働7時間45分）▶
賃金=時給920円（交通費は別途支
給）申事前に電話連絡の上、写真を
貼った履歴書を本人が直接、教育総
務課庶務係（市役所2階63番窓口）内
線2464へ

ワーク・ライフ・バランスの推進
に取り組む事業所

市は、従業員が仕事と生活を両立さ
せながら、いきいきと働き続けられる
職場の実現に向けて取り組みを行っ
ている事業所を「立川市ワーク・ライ
フ・バランス推進事業所」として認定
しています。認定事業所は、「広報た
ちかわ」などを通じ広く紹介します。く
わしくは市ホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください対市内
に本社または主な支店、営業所等が
ある事業者申8月25日㈭までに男女
平等参画課☎（528）6801へ

くらしに関するポスター

平成29年2月に女性総合センターで
開催予定の「第15回くらしフェスタ立
川」で展示するポスターを描いてみま
せんか。応募作品はくらしフェスタ立
川の会場に展示し、優秀作品はポス
ターやちらしとして採用します。応募
者全員に参加賞あり▶テーマ=ごみ、
水、大気、自然保護などの「環境に関
すること」や食などの「日々のくらしに
関すること」（絵の中には言葉も入れ
てください）▶体裁=四つ切の画用紙
▶応募方法=9月16日㈮〔必着〕までに、
作品の裏に住所、氏名、電話番号、年齢
（小・中学生は学校名と学年も）を書
いて直接または郵送で、生活安全課
消費生活センター係〔〒190-0012
曙町2-36-2女性総合センター5階〕☎
（528）6801へ

マイチャレンジたちかわ（高校
生向け夏期体験プログラム）参
加者

進路や就活に悩んでいる高校生向け
に夏休みを利用した体験プログラム
を8月1日～31日の1か月間行います。
くわしくは市ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。7月
28日㈭午後2時に認定NPO法人育て
上げネット（高松町2-9-2）で事前説
明会あり申育て上げネット☎（527）
6051へ問市産業観光課商工振興係・
内線2645

時定150人（先着順）問立川防災館☎
（521）1119

東京都子育て支援員研修参加
者募集

保育や子育て支援分野の各事業に
従事する上で、必要な知識や技術等
を有する「子育て支援員」の養成研修
（地域保育コース、地域子育て支援
コース、放課後児童コース、社会的養
護コース）の参加者を募集します。申
し込みは8月1日㈪～15日㈪。受講費
用など、くわしくは東京都福祉保健
財団のホームページHPhttp://www.
fukushizaidan.jp/111kosodate
shien/、または都ホームページHP

http : / /www. fukushihoken .
metro.tokyo.jp/kodomo/katei/
kosodateshieninkensyuu01.html
をご覧ください問東京都福祉保健財
団人材養成部福祉人材養成室子育
て支援員担当☎03（3344）8533Fax03
（3344）8593

就学義務猶予免除者等の中学
校卒業程度認定試験

この試験に合格すると高等学校へ入
学するための受験資格が得られます
対平成29年3月31日現在▷満15歳以
上で就学義務猶予免除の方▷満16
歳以上で義務教育未修了の方▷満15
歳以上で日本国籍を有しない方▷満
15歳で今年度末までに中学校を卒業
できないと見込まれることについて文

●日陰や「立川ひと涼みスポット」を利用してこまめ
に休憩しましょう。「立川ひと涼みスポットマップ」を
市の公共施設等で配布しています。
●外出時は日傘・帽子の活用を。
●室内にいても水分をこまめにとりましょう。
●無理をせず、適度にエアコンなどを使いましょう。

熱中症にご注意！

部科学大臣が認める事由のある方時
10月27日㈭午前10時から場都教職
員研修センター（文京区）申9月9日㈮
〔消印有効〕までに願書を書留郵便
で文部科学省生涯学習推進課認定試
験第一・第二係〔〒100-8959（住所
記入不要）〕へ問都教育庁地域教育支
援部義務教育課☎03（5320）6752

戦没者遺児による慰霊友好親
善事業の参加者募集

日本遺族会は、戦没者遺児を対象に、

募集

戦没地を訪れて慰霊追悼を行い、現
地住民との友好親善を深める事業へ
の参加者を募集しています。くわしく
はお問い合わせください問日本遺族
会☎03（3261）5521

市は、ムシムシ探検隊・立川と協働で
「いきものデータベース」を作成しま
す。「いきものデータベース」とは、市民
の皆さんからご提供いただいた写真
等をもとに、昆虫・鳥類・植物などの種
類ごとに作成されるインターネット上
のいきもの図鑑です。第1弾として昆虫
のデータべースを作成するにあたり、
市民の皆さんが撮影した昆虫の写真
を随時募集しています。また、市民の
方を対象に講座やフォトコンテストを
開催します。くわしくは、いきものデー
タベースのホームページHPhttp://
ikimono-tachi.jp/をご覧ください。
●昆虫写真の撮り方講座　昆虫写真
家・森上信夫さんから昆虫を上手に
撮影するコツを学びます。デジタルカ
メラやスマートフォンを持参してくだ
さい時8月21日㈰午前10時～正午場

たまがわ・みらいパーク定20人(申込
順)申7月25日㈪から環境対策課・内
線2244へ
●虫フォトコンテスト in 立川　優秀
作品は表彰・展示します▶応募方法
=10月31日㈪までに、いきものデータ
ベースの応募フォームから送信してく
ださい。
問環境対策課環境推進係・内線2244

第1弾 昆虫編

撮る

データ
ベースが
できる！

スマート
フォン

デジタル
カメラ

パソコン

送
る

ベベベベ

送
る

内在住の65歳以上の方時8月16日㈫
午後1時30分～3時30分場西砂会館
定15人申にしすな福祉相談センター
☎（531）5550へ
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