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講座
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）

東京女子体育大学公開講座
●小・中学 生 講 座「 陸 上 競 技 」 対
小・中学生 時３月22日㈬午後３時30
分〜５時 場 東京女子体育大学（国立
市）師 同大学教授・櫻田淳也さんほか
定 50人
（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）申 講座名、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、学年、性別、電

電話番号、在勤・在学の方は勤務先名
か学校名を書いて、市生涯学習推進
センター「国文学研究資料館連続講
座」係〔〒190−0012曙町2−36−2〕☎
インターネットやスカウトで「高額な
バイト」
などと称して、10代〜20代の （528）6872へ。電子申請も可〔2月
「電
性を狙う手口の現状、身を守る方法、 15日㈬から。市ホームページから
子申請」で検索〕申込情報は、共催の
子どもの異変に気づくポイント、相
国文学研究資料館にも提供します
談先などを学びます 時３月13日㈪午
後７時〜９時 場 女性総合センター 師
NPO法人ライトハウス・瀬川愛葵さ
ん 定 40人（申込順）保５人（１歳〜学
齢前）申２月10日㈮から男女平等参
画課☎
（528）6801へ

「夕張のいま」を知って 立川
市の財政を考えてみよう

夕張市の財政再建に関わっている講
師から今後の地方自治再生の道筋を
話番号を書いて、はがき、またはファ
聞きます 時 ３月12日㈰・18日㈯、午
クス、Eメールで、東京女子体育大学
後２時〜４時（全２回）場 女性総合セ
地域交流センター〔〒186−8668住
所記入不要〕☎（572）4324 Fax（572） ンター 師 法政大学教授・宮﨑伸光さ
4317 e chiiki@twcpe.ac.jpへ 問 市
んほか 費 500円程度（資料代）定 30人
生涯学習推進センター☎
（528）6872 （申込順）保 若干名（１歳〜学齢前）
申２月10日㈮から生涯学習推進セン
「ティツィアーノとヴェネツ
ター☎
（528）6872へ

ィア派展」関連文化講演会

東京都美術館で
開催中
〔４月２日
㈰まで〕の「ティ
ツィア ー ノと
ヴェネツィア派
展 」の 見どころ
を 紹 介します 。
NHKと共催。受講者には無料招待券
を１人１枚差し上げます 時３月13日
㈪午後７時〜８時40分 場 女性総合
センター 師 東京都美術館学芸員・小
林明子さん 定 180人（抽選）申２月20
日㈪〔必着〕
までに、往復はがき
〔１枚
につき２人まで〕
に住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号（ペアの場合は２
人分）、返信用宛先を書いて生涯学習
推進センター〔〒190−0012曙町2−
36−2〕☎（528）6872へ。電子申請も
可（市ホームページから「電子申請」
で検索）。定員に満たない場合は２月
21日㈫から電話で受け付けます

コーラスサークルに入ろう
合唱団（サークル）に入りたい方のた
めの講座です。発声や楽譜の読み方
などの基本を学びます 時 ３月15日・
22日・29日の水曜日、午後２時〜４時
（全３回）場 砂川学習館 師 合唱指導
者・田ヶ谷省三さん 費 1,500円（受講
料）定 20人（申込順）保 若干名（１歳
〜学齢前）申２月10日㈮から砂川学
習館☎
（535）5959へ

初めてのくずし字で読む
『百
人一首』
対 市内在住・在勤・在学の方 時 ５月

18日、
６月１日・15日・29日、
７月13
日、
８月24日、
９月７日・21日の木曜
日、午後１時30分〜３時（全８回）場
国文学研究資料館（緑町10−3）師 国
文学研究資料館教授ほか 定 20人（抽
までに、
はが
選）申３月16日㈭〔必着〕
きに郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、

（アメリ力合衆国）
姉妹市サンバーナディノ市
派遣高校生を募集中
立川・サンバーナディノ姉妹市委員会は、平成29年度にサンバーナディノ
市へ派遣する高校生を募集しています。派遣は７月下旬から約１か月間。
申
込書の提出期限は３月２日㈭〔必着〕
です。
くわしくは、市ホームページをご
（市協働推進課内）
内線2632
覧ください 問 同委員会事務局

平成28年度派遣高校生の声

■熊田華さん
（柏町・高２）
交 換 留 学 生として過ごす時 間
は、何にも代えられない経験です。
日本でホストシスターと１か月間
生活した後、アメリカに渡り、伝統
や文化に触れることができます。英
語やコミュニケーション面での勉
強としてはもちろん、
自然あふれる
湖や星空を見たこと、
ロサンゼルス
やサンディエゴへの観光、
そして大
切なホストファミリーに出会えたこ
とは、
このような機会だからこそだ
と思います。
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ら高松学習館☎
（527）0014へ

狙われる10代～危険から身
を守るには？

■岩丸航太郎さん
（曙町・高１）
今回の短期留学では、
カリフォル
ニアの数々の名所をホストファミ
リーと訪れ、貴重かつ有意義な時
間を過ごすことができました。
中で
も印象に残ったのは、
ヨセミテ国立
公園でのハイキング、宿泊です。
日
本の自然の美とはまた違った凄み、
壮大さを体験できました。
また、文
化的な面での日本との違い、
根本的
な思考の本質なども知覚すること
ができ、
いろいろな意味で視野を広
げ、
成長することができた旅でした。

平成29年
（2017年）
2月10日

パソコンでちらし作成
ワードで作ったちらしは、実際に市民
リーダー講座で利用します 対 文字入
力ができる方 時 ３月３日㈮午後１時
〜３時30分 場 柴崎学習館 師 生涯学習
市民リーダーの皆さん 費 100円（テキ
スト代）定 10人（申込順）申 2月10日
㈮から柴崎学習館☎
（524）2773へ

楽しい植物観察入門〜サクラ
の世界
サクラと日本人の生活や感性との関
係を学びます 時 ▶座学=３月22日㈬
午後６時30分〜８時30分▶実習=
４月５日㈬午前10時〜午後４時（全
２回）場 高松学習館、多摩森林科学園
（八王子市）師 東京都多摩教育事務
所・冨田広さん 費 1,450円（受講料ほ
か）定 20人（申込順）申２月10日㈮か

健康情報講座
多くの方が抱える体の不調を取り上
げ、効果的なストレッチを学びます
時３月４日㈯午前10時〜11時30分
場 柴崎学習館 師 スポーツインストラ
クター・森本浩之さん 定 20人（申込
順）申２月10日㈮から柴崎図書館☎
（525）6177へ

募集
「防犯啓発ステッカー・マグ
ネットシート」
掲示事業者
市 は 、子ども
の安全と地域
の防犯対策を
推進するため、
バイク便の荷
台や自動車の側面等に掲示する
「防
犯啓発ステッカー・マグネットシート」
を作成しました。掲示していただける
事業者を募集します▶対象=市内に
所在し、
主に市内でバイクや自動車の
使用を伴う業務を行う事業者 申 生活
安全課生活安全係・内線2546へ

歴史民俗資料館嘱託職員
（学
芸員）
４月採用の歴史民俗資料館嘱託職員
を募集しています。
締め切りは２月17
日㈮です。
くわしくは教育総務課（市
役所２階63番窓口）
と歴史民俗資料
館で配布する試験案内をご覧ください
（市ホームページからダウンロードも
可）問 教育総務課・内線2464

格=次の要件を全て満たす方▷２月
10日現在市内在住▷市民農園を利用
していない▷利用期間中継続して管
理できる方▶利用期間=３月〜平成
31年１月末▶利用区画=１区画約10
㎡▶利用料金=8,000円（利用期間23
か月分）
▶申込方法=２月20日㈪〔必
着〕
までに往復はがきに
「柴崎第１市
民農園利用申し込み」、住所、氏名（利
用者本人）、年齢、電話番号、返信用
宛先を書いて、柴崎福祉会館（〒190
−0023柴崎町5−11−26）へ▶注意事
項=▷応募はがきは１世帯１枚まで▷
利用の権利の譲渡、転貸はできませ
ん 問 福祉総務課生きがいづくり係〔柴
崎福祉会館内〕☎
（523）4012

嘱託職員
（7職種）
市は平成29年度に採用する嘱託職員
７職種（下表）を募集します。試験は
２月26日㈰。募集人員、受験資格、業
務内容、勤務条件など、
くわしくは市
ホームページ、または募集案内〔２月
10日㈮から人事課（市役所２階52番
窓口）
と窓口サービスセンター（立川
タクロス１階）で配布〕をご覧くださ
い 問 人事課人事係・内線2574

市民農園利用者
（追加募集）
市内にある市民農園のうち、
次の農園
の利用者を追加募集します▶募集す
る区画=柴崎第１市民農園（柴崎町５
丁目、駐車場なし）の２区画▶応募資
がい こく じん がっ こう

かよ

じ どう

１
２
３
４
５
６
７

せい と

検査アドバイザー
機能訓練士助手
発達支援親子グループ指導員
介護認定調査員
学童保育所指導員
休日急患診療所医療事務員
社会保険労務士
ほ

ご しゃ

ほ じょ きん

こう ふ

外国人学校に通う児童・生徒の保護者に補助金を交付
对在外国人学校就读的学生家长进行补助
외국인학교에 다니는아동 ・ 학생보호자에게 보조금을 교부
こうりつ

しゃ

しょう ちゅう がっ こう

そうとう

がいこくじんがっこう

つうがく

じ どう

せい と

ほ

ご

公立の小・中学校に相当する外国人学校に通学している児童・生徒の保護
ほ じょ きん

こう ふ

し ない

じゅう しょ

じゅう みん き ほん だい ちょう

とうろく

者に、
補助金を交付します 対 市内に住所があり、
住民基本台帳に登録されて
がいこくじん

かた

じ どう せい と

じゅ ぎょうりょう

ふ たん

ほ

ご しゃ

ほ じょきん

いる外国人の方で、
児童・生徒の授業料などを負担している保護者。
補助金は、
じ どう せい と ひ と り

げつがく

えん

きょう どう す い し ん か

た ぶ ん か きょう せ い がかり な い せ ん

児童・生徒１人につき月額2,000円申 協働推進課多文化共生係・内線2632へ

Subsidies for Parents/Guardians of Children Enrolled in International Schools

Tachikawa City Hall offers subsidies to parents or guardians whose children are enrolled
in international schools (Equivalent to Japanese elementary school or junior high
school student ). Eligibility Parents/ guardians who are a Tachikawa city resident:
listed on the Basic Resident Registration and who bear the cost of school tuition and
fees for their children. Subsidy Amount: 2,000 yen per month per child Inquiries
Work Cooperation Promotion Department, Multicultural Division, Ext: 2632

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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