
子ども未来センターのコミュ
ニティプログラム

申込方法等くわしくは、「立川市子ども
未来センター」のホームページをご覧
ください場子ども未来センター
●自分の体は自分で守る～腰痛の出
ない体を自分で作る!　時11月24日
㈭午前10時～11時30分師整骨院
院長・井上由紀恵さん費500円（資料
代）定30人（申込順）
●おやこわらべうたあそび+ランチ会
～親子でわらべうたを楽しみません
か　時11月24日㈭午前11時30分～
正午費500円（教材費ほか）定親子10
組（申込順）

Xmasファミリーコンサート

出演は、李文佳さ
ん（ヴァイオリン）、
飯田彰子さん（ピ
アノ）。前半はクラ
シックの名曲、後
半はポピュラーを
中心に演奏しま
す時12月３日㈯午後２時～３時30分
場高松学習館定80人（申込順）申11
月10日㈭から高松学習館☎（527）
0014へ

多摩の学生まちづくりコンペ
ティション2016本選

多摩地域の大学等に通う学生（６団
体）が、学生ならではの視点や感性を
生かした、多摩地域の課題解決に向
けた提案を発表します。発表後には、
審査委員会による最優秀賞等の選考
を行います。直接会場へ時12月18日
㈰午後１時～５時場柴崎学習館問企
画政策課・内線2687

聞いて私のこと 知りたいあなた
のこと 変えたいな立川のまち

ヒューマンライブラリー（生きた本と
の対話）の第３回。障害や依存症、元
ホームレスなど、社会的に少数派の
方からお話を聞きます。対話をするこ
とで互いの多様性を認め合い、立川を
「偏見や差別を受けやすい方々が生
きづらさを抱えることなく暮らせるま
ち」にすることを目指しています。直

Xmas映画会「 I
アイ

 L
ラ ブ

OVEスヌ
ーピー」

時12月10日㈯
午後１時30分～
３時30分場高
松学習館定 80
人（申込順）申
11月10日㈭か
ら高松学習館☎
（527）0014へ

エコプロダクツ展（エコプロ
2016）親子ツアー

東京ビッグサイトで開催される「エコ
プロダクツ展」へ貸切バスで行き、環
境問題に取り組む企業等を見学しま
す対小学3年生以上の子どもと保護
者時12月10日㈯午前８時45分集合
場女性総合センター前集合・解散定
15組（申込順）持雨具、昼食（昼食代）、
筆記用具申11月10日㈭から西砂学習
館☎（531）0431へ

SPACE多摩！宇宙関連体験無
料モニターツアー参加者募集

多摩地域の「日本の宇宙開発発祥の
地」をPRすべく、宇宙開発施設の見学
や、天体観測ができるツアーを実施し
ます。各回定員30人（抽選）
①Aコース　▷宇宙開発の技術体験
ツアー=11月26日、12月3日の土曜日、
午前9時～午後5時20分▷コース=JR
国分寺駅（集合）～ロケットマンホー
ル～情報通信研究機構～JR立川駅
（解散）
②Bコース　▷リアル&バーチャル星
空鑑賞ツアー=12月11日、18日の日
曜日、午後3時～7時▷コース=西武新
宿線田無駅（集合）～多摩六都科学館
～多摩エリア星空スポット～JR日野駅
（解散）
●申込期限　▷Aコース=11月16日
㈬▷Bコース=11月30日㈬
申込方法等くわしくは、「SPACE多
摩」のフェイスブックをご覧ください
問 JTBコーポレートセールス☎（521）
5550、立川観光協会☎（527）2700

接会場へ時12月17日㈯午後１時～
５時場総合福祉センター問市民活
動センターたちかわ☎（529）8323Fax

（529）8714

Tachikawa 燦
さん

燦
さん

 Ⅰ
イ ル ミ ネ ー シ ョ ン

llumination
点灯式

冬の立川を彩るイルミネーションの点
灯式。直接会場へ時11月12日㈯▶記
念コンサート（クリスマスソング演奏）
=午後3時から▶点灯式＝午後5時30
分から場サンサンロード（曙町）問あ
けぼの商店街振興組合☎（525）3222

「農」の婚活～立川若手農家と
の立川野菜を使ったお食事会

市内の農業後継者の独身会員で構成
する「ふれあい部会」が主催。農家の
皆さんが心を込めて育てた美味しい

立川産農産物を使った食事会で、楽
しい時間を過ごしましょう対農業に
関心のある20歳～39歳の独身女性
時11月26日㈯午後6時30分ごろか
ら（予定）場くわしくは当選した方に
連絡します定15人（抽選）費3,000円
（食事代）申11月18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

三小タイムカプセルお披露目
の会

創立50周年（昭和62年）で埋めたタ
イムカプセルをお披露目します。当時
の在校生・関係者の方には、タイムカ
プセルの中身をお渡しします。直接会
場へ時12月３日㈯午後１時～２時場
三小問三小☎（523）4448

催し

心くばりの魔法～仕事にも人
生にもハピネスを呼び込もう!

元ディズニーの
人材トレーナー
から、10万人以
上のキャストを
育てる中で得た
「誰からも好か
れる共通点」などを学びます対18歳
以上の方時12月17日㈯午前10時～
正午場砂川学習館師西武文理大学
サービス経営学部専任講師・櫻井恵
里子さん定40人（申込順。市内の方
優先）保若干名（1歳～学齢前）申11
月10日㈭から砂川学習館☎（535）
5959へ

現代俳句に生きる芭蕉

芭蕉俳句の世界が、現代俳句にどう
生かされているか学びます。企画・運
営は「俳句錦の会」対40歳以上の方
時12月10日、平成29年１月14日、２
月11日の土曜日、午後２時～４時（全
３回）場錦学習館師現代俳句協会・若
泉真樹さん費1,000円（資料代）定20
人（申込順）申11月10日㈭から錦学
習館☎（527）6743へ

講演会「立川は『たちかわ』か
『たてかわ』か？」

国立国語研究所との共同企画。立川
の地名を題材に、漢字の発音や連濁、
アクセントなど日本語の発音につい
て考えます時12月11日㈰午後２時～
３時30分場女性総合センター師国立
国語研究所副所長・窪薗晴夫さん定
50人（申込順）申11月10日㈭から歴
史民俗資料館☎（525）0860へ

ガーナ共和国ってどんな国？

ガーナ人講師のヤオさんから、現地
の文化や生活について話を聞きます。
ガーナの主食「フーフー」作りを体験
しながら交流しましょう時12月９日
㈮午後１時～４時場柴崎学習館定12
人（申込順）費500円（材料代）持エプ
ロン、三角巾申11月10日㈭から柴崎
学習館☎（524）2773へ

東京女子体育大学公開講座

いずれも場東京女子体育大学（国立
市）定50人申講座名、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、学年、性別、電話番号、
学校名を書いて、はがきかファクス、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へ※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生
涯学習推進センター☎（528）6872
●高校生講座「ソフトボール」　講師
のデモンストレーションを交えながら
基本技術を身につけます対中学生・
高校生の女子時12月23日（金・祝）午前
10時～午後0時30分師同大学講師・
佐藤理恵さん、同大学ソフトボール部
総監督・細田きみ子さん
●高校生講座「ダンス」　動きを開拓
し、心を解放。ダンスを一緒に楽しみ
ましょう対高校生の男女（高校生以上
も参加可）時12月23日（金・祝）午前10
時～午後１時師同大学准教授・平田
利矢子さん

国営昭和記念公園を100倍楽
しむ講座（初冬編）

「紅葉と初冬
の里山を散策
しよう」をテー
マに、午前は
国営昭和記念
公園の歴史に
ついて紹介、午後はガイド付きで園内
散策をします時12月２日㈮午前10時
30分～午後3時ごろ場同公園費大人
410円、65歳以上210円（入園料）定
25人（申込順）申11月10日㈭から柴
崎学習館☎（524）2773へ

たちかわエコパートナー講座
「秋の観察会とアクティビティ」

観察会などを通じて、身の回りの自然
に気づく方法、それを人に伝える方法
を考えます対市内在住・在勤・在学の
方時12月３日㈯午前10時～正午場国
立国語研究所敷地内（緑町10-２）定
20人（申込順）申環境対策課環境推
進係・内線2244へ

リプロダクティブヘルス／ラ
イツ講座～子宮筋腫等の新し
い治療法を学ぶ

子宮筋腫を切らずに小さくしたり、腺
筋症の痛みを改善する子宮内膜アブ
レーション（MEA）についての講演
会。企画・運営は子宮筋腫・内膜症体
験者の会たんぽぽ立川グループ。直
接会場へ時12月10日㈯午後２時～４
時30分場女性総合センター師婦人科
医・金岡靖さん費500円（資料代）定
190人（先着順）保６人程度（１歳～学
齢前。12月２日㈮までに申し込み）問
男女平等参画課☎（528）6801

講座

育児・介護休業法等が改正され
ます～平成29年１月１日施行

●仕事と介護の両立のために　▶介
護休業=対象家族1人につき通算93
日まで、3回（同一要介護状態も含む）
を上限として取得可能▶介護休暇=
半日単位での取得が可能
●仕事と育児の両立のために　▶育
児休業=有期契約労働者の取得要件
が緩和▶子の看護休暇=半日単位で
の取得が可能
また、事業主による妊娠・出産・育児
休業・介護休業等を理由とする不利
益取り扱いの禁止に加え、上司・同僚
からの嫌がらせ等を防止する措置を
講じることが事業主へ新たに義務付け
られます。くわしくは、「東京労働局」ま
たは「厚生労働省」のホームページへ。
問東京労働局雇用環境・均等部指導
課☎03（3512）1611、市産業観光
課・内線2645 

図書館の臨時休館

市図書館は蔵書点検のため、以下の
日程で休館します。休館中の本の返
却は、ブックポスト（CD・DVD・カセッ
トテープ、都立図書館などからの借
用本は除く）または開館している他の
図書館へ▶中央図書館=11月15日㈫
～18日㈮▶幸・西砂・高松・錦図書館
=11月29日㈫～12月1日㈭▶柴崎・
上砂・多摩川・若葉図書館=12月13日
㈫～15日㈭問中央図書館☎（528）

6800

「ポケット労働法2016」を配布

労働法を初めて勉強する労働者や雇
用主の方を対象にした冊子を産業観
光課（市役所２階48番窓口）、市政情
報コーナー（市役所３階）、市内公共
施設などで無料配布しています問産
業観光課・内線2645

国民年金保険料控除証明書を
郵送

国民年金保険料は、確定申告や年末
調整の社会保険料控除の対象です。
家族の国民年金保険料を納付した場
合も、納付した方が社会保険料控除
として申告することができます。11月
上旬に日本年金機構から「社会保険
料（国民年金保険料）控除証明書（９
月30日までの納付分）」が送付されま
す。年末調整や確定申告の際には、こ
の証明書と10月1日以降に年金保険
料を納付した領収証書が必要ですの
で、大切に保管してください。なお、10
月１日～12月31日の間に今年初め
て国民年金保険料を納付した方には、
平成29年２月上旬に控除証明書が送
付されます問日本年金機構・ねんきん
加入者ダイヤル〔平成29年３月15日
㈬まで設置〕☎0570（003）004、IP電
話等の方は☎03（6630）2525

市民便利帳2016を配布

市の行政手続
きや地域の情
報などを掲載
した「たちかわ
市市民便利帳
（ 2 0 1 6 年発
行）」を10月末
～11月末にか
けて市内全戸に配布しています。配布
期間を過ぎても届かない場合はご連
絡ください。なお、便利帳の記載内容
に次の通り誤りがありました。お詫び
して訂正します▶p.27=西砂産直売
会の営業日「火曜・金曜日」は、正しく
は「金曜日」のみです▶p.160=「立川
市歯科医師会よりご挨拶」は、正しく
は「立川市薬剤師会よりご挨拶」です
問広報課広報広聴係・内線2745

お知らせ

映画会とパネルディスカッション

　12月10日の人権デーにあわせ、人権について考えるきっかけづくりとし
て催しや展示などを行います。立川市人権学習事業実行委員会と立川市障
害者週間実行委員会の共催問生涯学習推進センター☎（528）6872

東京都人権啓発センター企画展示
「みんなのスポーツ」「読む人権 じんけんのほん」

▶映画会「グレートデイズ!～夢に
挑んだ父と子」=車いすの少年とそ
の父親が過酷なアイアンマンレース
（スイム3.8km、バイク180km、ラ
ン42.195km）に挑むヒューマンド
ラマを描いた映画を鑑賞します（字
幕付き。弁士による音声ガイドあ
り）▶パネルディスカッション「障害
者からみた立川のよいとこ・すきな
とこ～きづいて・みつけて・かんじ
て」=司会進行は「立川市障害のあ
る人もない人も暮らしやすい立川
をつくる条例（仮称）策定検討委員
会」の委員長である吉川かおりさん。
パネリストは、今年5月にエベレス
ト登頂に成功した市内在住で聴覚
障害のある登山家・田村聡さんほ
か（手話通訳、要約筆記あり。希望

の方には磁気
ループを用意
します）
時12月4日㈰
午後1時～4
時30分場女
性 総 合 セン
ター定180人
（申込順）申11月10日㈭から電話
か、氏名、年代、お住まいの町名（市
外の方は市区町村名）、電話番号、
車いすで参加の方は「電動」か「手
動」、介助者同伴の方は「介助」、磁
気ループ利用の方は「磁気」と書い
て、ファクスまたはEメールで生涯
学習推進センター☎（528）6872Fax

（528）6804 e shougai-suishin@
city.tachikawa.lg.jpへ

障害者スポーツに関する解説パネ
ルや関連書籍などを展示します。直
接会場へ時11月25日㈮～12月１

日㈭、午前９時～午後５時（初日は
午後２時から。最終日は正午まで）
場市役所１階多目的プラザ

立川市人権学習事業2016

PEANUTS©2015 Peanuts Worldwide LLC. ©2016 Twentieth Century 
Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.
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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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申シビル☎（524）9014 
●「さとにきたらええやん」映画上映会　
「さとにきたらええやん」上映実行委員
会が主催。大阪市西成区にある「こども
の里」を舞台に、生活困窮、生きづらさ
を抱える子どもの成長の感動ドキュメン
ト。福祉・教育・保育関係者は必見。直接
会場へ時11月19日㈯午後６時30分～
９時場女性総合センター費1,000円（学
生・障害者割引あり）定180人（先着順）
問吉田さん☎080（5088）3897
●手話ダンス無料体験会「手話ダンス
でクリスマスソングを!」　手話ダンス
「フローレンス」が主催。手話を使って
みんなでクリスマスソングを歌ってみま
せんか。初心者の方も楽しく手話を覚え
られます。直接会場へ時11月29日、12
月６日の火曜日、午前10時～正午場こ
ぶし会館問八木さん☎（535）9373

1860
●立川うた声天国　みんなで一緒に歌
う懐かしの歌声喫茶。直接会場へ時毎
月第1土曜日、午後1時30分～4時30分
場カンマーザール（曙町2-25-1）費1回
1,000円定70人（先着順）問河

こう
野
の
さん☎

090（4417）6344
●翔の会　楽しく自由に油絵を描いて
います。初歩から教えてもらえます。写
生会、展覧会、懇親会を開催しています
時毎月第１・第２・第４水曜日、午後６時
～９時場高松学習館月3,000円申石川
さん☎（525）3198
●ステップⅡ

ツー

　プロ指導者による基礎
から中級程度の社交ダンスサークルで
す。見学歓迎対60歳以上の方（女性歓
迎）時毎週火曜日、午後１時30分～３
時30分場柴崎福祉会館入1,000円月
3,500円申乙

おと

訓
くに

さん☎（529）0458

●栄町音楽祭　栄町音楽祭実行委員会
が主催。地域の音楽団体によるコンサー
ト。コーラス、ハーモニカ、和太鼓、トー
ンチャイム等、バラエティーに富んだプ
ログラムをお楽しみください。直接会場
へ時12月4日㈰午後１時開演（午後０時
30分開場）場さかえ会館集会室問長鶴
さん☎（535）9906

会員募集

●立川市ターゲットバードゴルフ協会
　羽根つきボールをクラブで打ち、かさ
を逆さにしたホールに入れる競技です。
見学・体験歓迎対50歳以上の方時毎週
火曜・木曜日、午前9時～午後1時場▷
火曜日＝多摩川緑地野球場▷木曜日＝
砂川中央地区東野球場年4,000円定80
人（申込順）申黒目さん☎・Fax（526）

語り合う、演奏、地粉すいとん）。直接会
場へ時・場11月13日㈰▶１部=午前９時
20分から、砂川学習館講堂▶２部=午後
１時10分から、秋まつりのひろば（砂川
学習館前の道を南へ100m左側。雨天
時は砂川学習館）費500円（資料代、す
いとん代ほか）定100人（先着順）問福島
（宮岡）さん☎（536）3167
●シビル市民講座第26期「福澤諭吉と
日本の現代」　一般社団法人市民の学
習・活動・交流センター シビルが主催。
京都大学名誉教授の池田浩士さんを講
師に、11月から平成29年５月まで４回
の講座を開催。福澤諭吉がしたことは
日本の歴史と現在にどんな意味を持つ
か時１回目は11月20日㈰午後２時～５
時、以後は２か月ごと第３日曜日場１回
目は柴中会公会堂（柴崎町３-９-11）費
１回1,200円（受講料）定50人（申込順）

後見、事業者向け法務、労働問題などに
ついて、弁護士が相談に応じます時11
月26日㈯午前10時～午後4時（１枠30
分）場多摩パブリック法律事務所（曙町
２-９-１）定48人（申込順）申同事務所
☎（548）2450〔午前9時30分～午後７時
（土曜・日曜日、祝日を除く）〕
●川崎病の子供をもつ親の会懇談会　
浅井代表を囲んで、最新情報を交え、
川崎病について思うことを話し合いま
す。関心のある方はどなたでも参加でき
ます。直接会場へ時11月27日㈰午後
1時30分～4時場女性総合センター料
理実習室定20人（先着順）問崎間さん☎
（536）3344
●カンツォーネライヴ　立川カンツォー
ネをうたう会が主催。年に1度の発表会
です。お気軽にいらしてください時12月
３日㈯午後２時開演（午後１時30分開

の場（曙町２丁目たましん本店横）申箱
石さん☎090（4960）3027
●キッズテニス教室（硬式）　立川市体
育協会ほかが主催対市内在住の小学
生時11月23日（水・祝）、12月４日㈰・18日
㈰、午前９時～正午（全３回）場泉町庭
球場（オムニ）費500円（参加費）定40人
（申込順）申11月19日㈯〔消印有効〕ま
でに、往復はがきに住所、氏名、年齢、学
年、電話番号、テニス歴、ラケットの有
無、返信用宛先を書いて、立川市テニス
連盟事務局・山崎さん〔〒190-0002幸
町５-57-５立川グリーンテニスクラブ
内〕☎（536）6798
●砂川の大地からとどけ平和の声　砂
川の大地からとどけ平和の声実行委員
会が主催。１部は映画「アオギリにたく
して」上映と対談。２部は野外集会（根
を下した被ばくアオギリ２・３世を囲み

場）場カーロホール（曙町１-31-1カー
ロビル地下１階）定20人（申込順）申松
村さん☎（523）0480  
●多摩地域無料知的財産相談　日本弁
理士会関東支部と多摩信用金庫の共
催。特許、実用新案、意匠、商標の出願の
ほか、訴訟、調査、外国での特許取得、著
作権などの知的財産について、弁理士
が相談に応じます時11月15日、12月20
日、平成29年１月10日、２月21日、３月21
日の火曜日、午後２時～４時場たましん
Winセンター（曙町２-８-18）定４人（申
込順）申谷

たに
川
がわ
さん☎03（3519）2751

●りさいくるバザー　市民交流喫茶室
をつくる会が主催。福祉作業所設立に
向けて、りさいくるバザーを開催します。
バザー品の提供も随時受け付けていま
す。ボランティアも募集中時11月18日
㈮・30日㈬、正午～午後5時30分場憩い

まちのお知らせ

●リフォーム作品展示会　立川リフォー
ム友の会が主催。着物や洋服のリフォー
ムをした作品のほか、いろいろなものを
使った作品を展示します。糸のれんで作
るストラップの講習もあります。直接会
場へ時11月22日㈫午前10時～午後2時
場女性総合センター５階第３学習室定
20人（先着順）問新

しん
保
ぼ
さん☎（524）2824

●「不安を安心に」無料法律相談会　多
摩パブリック法律事務所が主催。お金の
トラブル、不動産関係、相続、離婚、成年

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。


