
　９月21日、サイ
クルサッカー・ド
イツジュニア選手
団が、たちかわ創
造舎でデモンスト
レーション競技を
披露しました。
　サイクルサッ
カーは、ドイツをはじめとするヨーロッパで盛んに行わ
れていて、２対２で行い専用自転車に乗ってドリブルや
パス、シュートをするサッカーに似たスポーツです。

東京初のクラブチームが立川に
　４月に東京初のクラブチーム「たちかわサイクルサッ
カークラブ」が立川に発足し、毎週木曜・日曜日にたちか
わ創造舎で活動しています。見学可問たちかわ創造舎
☎(595)6347

　リオデジャネイロオリンピックで陸上女子10,000
メートルに出場した関根花観選手（市内在勤）が、
大会結果報告のため、10月４日に市長を表敬訪問
しました。

　「結果は20位と入賞
には至りませんでした
が、今後は競技種目を
マラソンに転向し、４年
後に世界でトップを争
える選手になりたい」
と語ってくれました。

―関根選手プロフィール―
所属：日本郵政グループ女子陸上部（市内在勤）
生年月日：1996（平成８）年２月26日
主な成績：2014年アジアジュニア陸上競技選手権女子
3,000m-２位
2016年日本陸上競技選手権女子10,000m-２位

サイクルサッカー・ドイツサイクルサッカー・ドイツ
ジュニア選手団が競技を披露ジュニア選手団が競技を披露 関根花

はな

観
み

選手が表敬訪問
リオオリンピック 陸上競技出場

5 立川市役所 （〒190-8666）立川市泉町1156-9  ☎（523）2111（代表）  Fax（521）2653
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日㈮～31日㈪、午前９時30分～午後４
時30分（最終日は午後２時30分まで）
場国営昭和記念公園花みどり文化セン
ター問小

お

幡
ばた

さん☎（525）1767
●立川社交ダンスクラブパープルス
ターによる無料講習会　現役プロA級
（ラテン、スタンダード）の講師のもと、
ダンスのベーシックとバリエーション
のルーチンをきめ細かい指導で楽しく
レッスンします。経験者（中級程度）の方
大歓迎。直接会場へ時10月20日・27日
の木曜日、午後１時30分～３時30分場
錦学習館問野和田さん☎080（3151）
0691
●講演「オリンピックで得た健康生活の
極意」　自治連栄町支部が主催。元冬季
オリンピック選手の勅使川原郁恵さん
がヘルスケアスペシャリストとして、高
齢者の健康ライフスタイルを語ります。
直接会場へ時10月29日㈯午後１時～２
時場南砂小体育館定150人（先着順）問
岩瀬さん☎080（3389）6037

摩市民後見を考える会が主催。あなた
が考える理想の財産管理をあなたが認
知症になっても、亡くなっても、そのま
ま継続し、未来につなぎます時10月29
日㈯午後１時30分～４時場総合福祉セ
ンター師司法書士・鈴木敏起さん定40
人（申込順）申川杉さん☎090（7832）
6506
●栄町寄席　さかえ会館管理運営委員
会が主催。出演は栄町出身の落語家・立
川寸志さん。演目は「目黒の秋刀魚」ほ
か。直接会場へ時11月６日㈰午後１時
30分から（午後１時開場）場さかえ会館
集会室問同会事務局☎（529）6546
●認知症予防教室　三多摩健康友の会
立川支部が主催。運動指導士による脳
トレ体操、参加者同士の交流会など、６
講座を毎月１回、６か月間開催します時
毎月第３金曜日、午後２時～４時（全６
回）初回は10月21日場立川相互ふれあ
いクリニック（錦町1-23-4）定30人（申
込順）申同支部☎（525）9393

●行政書士による無料相談会　東京都
行政書士会立川支部が主催。相続や遺
言、成年後見制度や外国人の在留資格、
会社の設立や事業・経営の許認可登録、
その他暮らしの法務相談。直接会場へ
時10月11日㈫午前10時～午後４時場
市役所１階多目的プラザ問松浦行政書
士事務所☎（595）7633
●第5回デジカメ写真大賞作品募集　
みんなの展示場デジカメ同好会が主
催。プロ写真家等が審査。デジカメで撮
影したA4判の作品（他の賞展に応募し
ていない作品）を募集します。応募点数
制限なし。合成画像不可。発表は12月２
日㈮費1点につき1,000円（参加費）申
11月20日㈰〔消印有効〕までに、作品裏
面に作品名、住所、氏名、電話番号を書
いて、直接または郵送でみんなの展示
場・中村さん〔〒190-0023柴崎町2-
21-17〕☎（524）4702
●願いは必ず叶う！福祉型の民事信託
～財産管理・財産承継の仕組み　三多

まちのお知らせ

●第26回子どもたちにはらっぱを！砂
川秋まつり　砂川秋まつり実行委員会
が主催。つなひき、バンド演奏、歌と踊り
（飛び入り可）、フリーマーケットを楽し
みましょう。直接会場へ。子どもの店を
含め出店募集中時11月３日（木・祝）午前
10時～午後３時場砂川秋まつりのひろ
ば（砂川学習館前の道を南へ100ｍ左
側）ほか問加藤さん☎（524）9863 
●ジョイフル・アート展　ジョイフル・
アートが主催。水彩、色鉛筆、パステル、
油彩など、さまざまな画材を使って絵画
制作を楽しんでいます。今回が初めての
グループ展です。直接会場へ時10月28

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。

●山登り～実践のためのワンコイン講
習会　東京都勤労者山岳連盟多摩西部
地区連盟が主催。地図読みや応急手当
てなどの座学と交流ハイキング。留守番
電話には「山岳講習会申し込み（問い合
わせ）」と氏名と電話番号を録音してく
ださい時10月15日㈯・16日㈰・22日㈯・
29日㈯、座学は午後７時～９時、16日㈰
は交流ハイキング（全４回）場女性総合
センターほか費各回500円定20人（申
込順）申野

の

呂
ろ

さん☎090（3141）9189

会員募集

●ダンスサークルスターダスト　初級
者を対象にした楽しいサークルです。
見学歓迎対初級者の方時月3回の火曜
日、午前10時30分～正午場柴崎学習館
ほか入1,000円月3,000円申陸

りく

川
かわ

さん
☎090（2473）4078

40歳からの三日坊主見直し
講座～体脂肪を脱

ぬ ご う

ＧＯ！ 
ゆる体操と食事術で、生活習慣を見
直すきっかけをつくります対40歳以
上の市民で、医師から運動を禁止さ
れていない方時11月15日・29日の火
曜日、午前９時30分～11時30分（全
２回）場西砂学習館師運動指導者・薮
本隆子さん、管理栄養士・中野裕子さ
ん定24人（申込順）申10月11日㈫か
ら電話で健康推進課へ

緑内障の早期発見のために検
診を

眼底、眼圧、視力などの検査を行いま
す対40歳以上の市民の方(眼科疾患

申・問健康推進課〔〒190-0011高
松町3-22-9健康会館内〕☎（527）
3272Fax（521）0422へ。電子申請
はHPhttp://www.shinsei.elg-
front.jp/tokyo/

健康

●健康会館＝10月20日㈭午後１時30分～３時
総合健康相談（保健師・管理栄養士が相談に応じます）
●健康会館＝11月１日㈫午前９時30分～11時
栄養相談（管理栄養士が相談に応じます）

健康相談（個別予約制・電話で健康推進課へ）

●健康会館＝10月26日㈬ ●砂川学習館＝11月２日㈬
●健康会館＝11月30日㈬ ●西砂学習館＝12月７日㈬
保健師・助産師・心理相談員・栄養士・歯科衛生士が相談に応じます。
※心理相談員の相談は、原則予約制。空きがある場合は、当日受付可。

親と子の健康相談（午前９時３０分～１0時３０分・直接会場へ）

　健康診査は該当月齢の翌月です。対象者には、個別に通知します。届いていない方
は、健康推進課へお問い合わせください。集団健診のため、発熱や体調不良、感染症
にかかっている場合はご遠慮ください。次回日程についてはご相談を。

乳児（３～４か月児）・１歳６か月児・２歳児歯科・３歳児健康診査

健康日程表で治療中の方は除く)時11月30日㈬
まで場市内指定医療機関費500円
(受診時に医療機関にお支払いくださ
い。生活保護･住民税非課税世帯の方
には免除制度があります)申11月15
日㈫〔必着〕までに、直接または電話
か、はがき･封書に「緑内障検診希望」、
住所、氏名、生年月日、電話番号を書
いて健康推進課へ。電子申請も可。随
時、受診票を郵送します

地区健康フェアにご参加くだ
さい

身体測定や健康相談、骨密度測定、医
師による講演会など。受け付けは終了
30分前までです。直接会場へ。会場に
は駐車場がありません持上履き
●高松町ふれあい健康
フェア　時10月16日
㈰午前９時～午後２時
場五小
●錦町健康フェア　時10月23日㈰午
前10時～午後２時場七小
●柴崎町健康フェア　時10月30日㈰
午前９時～午後１時30分場一中

オリンピック・パラリンピックと立川
～東京1964から東京2020に向けて

東京1964大会の
役員ジャケットや
入場券、ピンバッ
ジ、東京2020大
会のパネルなど、
オリンピック・パ
ラリンピックに関
する資料を展示します時10月11日
㈫～31日㈪、午前8時30分～午後8時
（土曜・日曜日は午後5時まで）場窓
口サービスセンター多目的スペース
（立川タクロス１階）問オリンピック・
パラリンピック準備室・内線2680

筋力アップ貯筋体操教室

健康運動指導士が指導する、高齢者
のための教室対市内在住・在勤の医
師から運動を制限されていない方（お
おむね65歳以上）時11月7日～28日
の月曜日、午後２時～３時30分（全4
回）場子ども未来センター費800円（参
加費）定25人（抽選）申10月26日㈬〔必
着〕までに、往復はがきに「貯筋体操教
室」、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号、在勤の方は勤務先名を書い
て、泉市民体育館内スポーツ振興課へ

第124回市民あるけあるけ運動

コースは小金井市栗山公園～都立
野川公園（休憩）～神代植物公園（昼
食)～武蔵野市ふれあい広場( JR中
央線武蔵境駅前）。今回の認定距離は
13km。累積距離100kmごとに表彰が
あります。直接会場へ対市民(小学生
以下は保護者同伴。介添の必要な方は

介添者同伴)時11月3日（木・祝)午前９
時30分～午後３時〔雨天時は11月13
日㈰に延期〕場小金井市栗山公園（JR
中央線東小金井駅から南へ約600ｍ）
集合費20円（保険料。神代植物公園入
園料が別途かかります）持昼食、敷物、
あるけカード(お持ちの方のみ)問泉市
民体育館内スポーツ振興課

障害者チャレンジスポーツ教室

障害のない方も参加できます。１回か
ら参加可場泉市民体育館申開催日の
１週間前〔必着〕までに、団体の方は電
話で、個人の方は往復はがきに、「チャ
レンジスポーツ（ボッチャまたはダン
ス）」、参加希望日、住所、氏名（未成年の
方は保護者氏名も）、年齢、性別、電話
番号、障害の有無（有りの方は種類も）、
返信用宛先を書いて、泉市民体育館へ
●ボッチャ　時11月17日、12月15日
の木曜日、午前10時30分から定各24
人（抽選）

●ダンス　時11月８日、12月13日の
火曜日、午前10時30分から定各20人
（抽選）

市民体育大会

申込方法、費用などは「立川市体育協
会」のホームページをご覧ください。
●バスケットボール（小学生の部）　
時11月５日㈯・６日㈰場柴崎市民体
育館問永田さん☎（536）3184
●バドミントン（地区対抗の部）　時
11月６日㈰午前９時30分から場泉市
民体育館問立川市バドミントン協会・
奥村さん☎（535）7226

市民体育大会の結果

●バスケット（ジュニアの部）　▶男子
▷優勝＝四中▷準優勝＝八中▷第３
位＝朝鮮中▶女子▷優勝＝三中▷準
優勝＝五中▷第３位＝四中・八中合同
チーム
問立川市体育協会☎（534）1483

スポーツ
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

休
日·
夜
間
診
療

保
険
証
を
忘
れ
ず
に

休日急患診療所（内科・小児科） ☎（526）2004
健康会館1階▷日曜日・祝日=午前9時～午後9時

歯科休日応急診療所 ☎（527）1900
健康会館2階▷日曜日・祝日=午前9時～午後5時

立川市小児救急診療室 ☎（523）2677
共済立川病院内▷月曜・水曜・金曜日（祝日を除く）=午後7時30分～10時（受付時間）

24時間電話案内 医療機関案内「ひまわり」 ☎03（5272）0303
 救急相談センター ☎（521）2323
※携帯電話・プッシュ回線からは☎＃7119も利用できます。

市内文化財散歩～立川の古村
を歩く

諏訪神社、普済寺、満願寺跡などを
散策します（約６km）対都民の方（小
学生以下は保護者同伴）時11月６日
㈰午前９時30分～午後１時30分ご
ろ（小雨実施）場JR立川駅南口集合、
歴史民俗資料館解散師文化財保護審
議会委員・白川重敏さん定20人（申込
順）持雨具、カメラ申10月10日（月・祝）
から歴史民俗資料館☎(525)0860
へ

東京女子体育大学公開講座
「かんたんカレンダーづくり」

版画でカレンダーを作ります対小学
生以上時11月27日㈰午前10時～午
後1時場たまがわ・みらいパーク（旧
多摩川小）師同大学准教授・渡邊洋さ
ん費1,000円（保険料、材料代）定30
人（抽選※）申「カレンダーづくり」、住
所、氏名(ふりがな)、年齢、性別、電
話番号を書いて、はがき、ファクス、E
メールで、東京女子体育大学地域交
流センター〔〒186-8668住所記入不
要〕☎(572)4324Fax（572）4317 e

chiiki@twcpe.ac.jpヘ※開催1か月
前に定員を超えた場合は抽選、超え
ない場合は1週間前まで申込順問市
生涯学習推進センター☎（528）6872

生涯現役・にしすな塾「地元
を学ぼう！～江戸時代から始
まるふるさと」

企画・運営は西砂学習館運営協議会
時11月20日㈰午後２時～４時場西
砂学習館師作家・鈴木茂夫さん定40
人（申込順）申10月11日㈫から電話、
または氏名、連絡先を書いてファクス
で西砂学習館☎・Fax（531）0431へ

消費生活講座

いずれも場女性総合センター申10月
11日㈫から生活安全課消費生活セ
ンター係〔女性総合センター５階〕☎
（528）6801へ
●今知っておきたい、これから変わる
相続手続き　時11月８日㈫午前10
時～正午師ファイナンシャルプラン
ナー・太矢香苗さん定30人（申込順）
保５人程度（１歳～学齢前）
●立川産の野菜はおいしい　中華ま
んを手作りしてランチはいかが？　時
11月16日㈬午前10時～午後０時30
分師食とくらしと環境を考える会の
皆さん費600円（材料代）定24人（申
込順）保５人程度（１歳～学齢前）持
エプロン、三角巾、布巾

身近な物からほのぼの灯り！
～災害時に役立つ豆知識

家庭にある物で、いざというときに役
立つ工夫を学びます時11月18日㈮
午前10時～正午場幸学習館師立川
市災害ボランティアネット副代表・新
井明子さん費100円（材料代）持筆記
用具、色の付いていない空き瓶（なる
べく背の高いもの）定16人（申込順）
申10月11日㈫から幸学習館☎（534）
3076へ

思春期の健康講座

思春期の子どもたちのための性に関
する正しい知識や情報を学びます。企
画・運営はBody and Soul時11月
19日㈯午後1時30分～3時30分場女
性総合センター師産婦人科医・丸橋
和子さん定20人（申込順）保５人程度
（１歳～学齢前）申10月11日㈫から
男女平等参画課☎（528）6801へ

むかしのくらし体験～石臼と
麦こがし作り

石臼体験と、昔のお菓子・麦こがしの
作り方を学びます。直接会場へ時10
月22日㈯午前10時～正午場歴史民
俗資料館師立川民俗の会の皆さん問
歴史民俗資料館☎(525)0860

クラシック音楽レクチャーコ
ンサート 

ガーシュインを中心としたアメリカ音
楽をサクソフォーンや弦楽器のアンサ
ンブルでお届けします。国立音楽大学
協力時11月13日㈰午後２時～４時場
幸学習館師国立音楽大学教授・吉成
順さんほか定80人（申込順）保若干名
（1歳～学齢前）申10月11日(火)か
ら幸学習館☎（534）3076へ

「伊勢物語」を読む 

古典から心のあり方を感じ取ります
時11月24日、12月1日・8日の木曜日、
午後2時～4時（全3回）場高松学習
館師古典文学研究家・榎本修さん費
1,500円（受講料）定30人（申込順）保
若干名（1歳～学齢前）申10月11日㈫
から高松学習館☎（527）0014へ

在宅医療を考える 

地域包括ケアシステムの理解と在宅
医療を学びます時11月15日～29日
の火曜日、午後２時～４時（全３回）場
たましんRISURUホール師元東京女
子医科大学看護学部教授・山元由美
子さんほか定20人（申込順）保若干名
（1歳～学齢前）申10月11日㈫から生
涯学習推進センター☎（528）6872へ

シュールレアリスムよ こん
にちは！ 

自由で創造的なシュール絵を鑑賞し
ます時11月23日、12月7日・21日の

水曜日、午後２時～４時（全３回）場女
性総合センター師美術ジャーナリス
ト・斎藤陽一さん費1,500円（受講料）
定30人（申込順）保若干名（1歳～学
齢前）申10月11日㈫から生涯学習推
進センター☎（528）6872へ

日本経済の現状と今後～これ
からの景気と私たちの暮らし
はどうなるのか？ 

時11月18日・25日、12月9日の金曜
日、午後２時～４時（全３回）場高松
学習館師元神戸大学大学院経済学研
究科教授・山家悠紀夫さん費1,500円
（受講料）定30人（申込順）保若干名
（1歳～学齢前）申10月11日㈫から
高松学習館☎（527）0014へ

性同一性障害への理解を深め
る講座「自分自身を取り戻す
ために」

当事者の生の声を聞き、性同一性障
害への理解を深めます時11月12日
㈯午後1時30分～3時30分場女性総
合センター定20人（申込順）保５人程
度（１歳～学齢前）申10月11日㈫から
男女平等参画課☎（528）6801へ

NPO法人設立ガイダンス

ＮＰＯの意味や法人化の意義、手続
きの流れなどを説明します時10月
27日㈭午後７時～９時場総合福祉セ
ンター費500円（資料代）定20人(申
込順）申市民活動センターたちかわ☎
（529）8323へ

　JR立川駅北口に直結した高層ビル
「立川タクロス」１階に９月28日、窓口
サービスセンターがリニューアルオー
プンしました。市長は「立川の利便性を
ますます高め、情報発信の基地としても
運営していきたい」とあいさつしました。
　約600平方メートルのフロアに住民
票など証明書類発行や各種手続きの窓
口のほかに多目的スペース、観光案内
コーナーを設けました。

マークは、たちかわ市民交流大
学・市民推進委員会が主催する市
民企画講座（たちかわ☆きらきら
カード対象講座）

講座

「駅に近く、すごく便利になった」
と利用者第1号の会社員、木村さん

窓口サービスセンターが駅近にリニューアルオープン
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