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子ども・子育て

キッズドリームチャレンジ2017
Step1 〜未来へつなぐ夢のち
から

東京女子体育大学公開講座
●幼児講座「絵本から広がる子育て」
子育ては新しい自分との出会いで

職業体験を通して子どもたちがフェ
スティバル開催を目指すキッズドリー

す。子どもと一緒に楽しみましょう対
３歳〜学齢前の幼児と保護者 時５月
13日㈯午後２時〜３時30分 場 東京
女子体育大学（国立市）師 同大学准教
授・村石理恵子さんほか 定 15組 申 は
がきかファクス、Eメールに講座名、住

ムチャレンジ。Step1は過去の参加者
からトークディスカッション形式で
本事業の魅力を聞きます。
くわしくは

所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話
番号を書いて、東京女子体育大学地
域交流センター〔〒186‑8668住所
記入不要〕Fax（572）4317 e chiiki@
twcpe.ac.jp※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

高松子ども科学あそび隊 ʼ17
楽しく遊びながら科学の不思議や仕
組みを探ります 対 小学４年〜６年生
時▷５月13日、
６月24日、
７月15日、
９
月16日、12月9日、平成30年１月13
日の土曜日、午前９時30分〜11時30
分▷10月の見学会=日程・会場は未
定、午前９時30分〜午後３時30分▷
オープンあそび隊=11月25日㈯の午
後（全８回）場 高松学習館、二小体育
館ほか 師 東京学芸大学教育学部理科
（材料
教育学教室の皆さん 費 2,000円
代など）定 20人（申込順）申４月11日
㈫から高松学習館☎
（527）
0014へ

おもちゃの病院

「立川青年会議所」のホームページ
をご覧ください。直接会場へ 時４月23
日㈰午後２時30分〜４時30分 場 三
小体育館 問 立川青年会議所☎（527）
1001、
市子育て推進課・内線1340

子ども未来センターのコミュ
ニティプログラム
費用、
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（右上２次元コードか
らアクセス可）。いずれも 場 子ども未
来センター
●ぐりとぐらのおはなし会 時 ４月
18日㈫午後２時30分〜３時 問おはな
しサークルぐりとぐら・吉原さん☎070
（6468）
8602
●えいごであそぼう!＋ランチ会 対
３歳〜小学３年生の子どもと保護者
時４月22日㈯午前10時〜11時 費 子
ども１人につき500円 問 立川子ども
劇場・松尾さん☎（526）0731へ〔火
曜・金曜日の午前10時〜午後３時〕

募集
第16回くらしフェスタ立川参
加団体

生活センター係〔女性総合センター５
階〕☎
（528）6801Fax（528）6805へ

シルバーピア（高齢者集合住
宅）生活援助員（常駐型）
シルバーピアに隣接する住居に入居
して、高齢者の安否確認、緊急時の
対応、生活相談等を行います▶勤務
＝午前９時〜午後４時（月曜〜金曜
日）▶報酬＝規定による▶募集人数
▶募集住宅＝都営幸町
＝１人（選考）
シルバーピア（幸町2‑16都営幸町２
▶申込資格＝①
丁目アパート４号棟）
東京都内に居住している②同居家族

スズメバチに
ご注意を
ハチは春から夏にかけて巣を
作り始めます。ハチは益虫で
す。生活に支障がない場合は
駆除の必要はありませんが、
ハチの巣が生活に支障を来
す場合は駆除をご検討くださ
い。市は、ハチの種類の確認、
駆除方法のアドバイス、駆除
業者の紹介を行っています。
また集合住宅以外の個人宅に
ついてはスズメバチに限りハ
チの巣駆除補助金制度が利用
できます。ご相談ください。
問 環境対策課環境指導係・内
線 2248

を書いてファクスで生活安全課消費

コガタスズメバチの 巣
トックリ型からボール型へ変化

保育や子育て支援分野の各事業に従
事するために、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）を実施します。
くわしく
は、
「 東京都福祉保健財団」のホーム
ページまたは都ホームページをご覧
ください▶申込期限＝４月25日㈫ 問
（公財）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

がいる③世帯の所得が基準内（都民
住宅基準）である④現に自ら居住す
るための住宅を必要としている⑤申

当☎03
（3344）
8533

込者（同居家族を含む）が暴力団員で
ない▶勤務条件＝社会福祉法人恵比
寿会の規定による申 写真添付の履歴
書を５月31日㈬〔必着〕までに、郵送

立川消防少年団は、小・
中学生の少年少女で結

または直接、社会福祉法人恵比寿会
〔〒190‑0013富士見町2‑36‑43〕☎
（523）7601へ 問 市高齢福祉課在宅
支援係・内線1479

官公署・その他
市窓口の都税
（自動車税等）受
付は終了しました

立川消防少年団員を募集

成されています。月に1
〜2回程度、防火・防災
に関する知識や技術を学び、団体活
動や奉仕活動を行っています。立川
市・国立市に住む小学生を対象に新
入団員を募集しています
（右上２次元
問
コードからアクセス可） 立川消防署
警防課防災安全係☎
（526）0119

緑のボランティア指導者育成
講座

東京都都税条例第5条の廃止により、 自然観察体験や緑地保全活動など、
市窓口の都税の納付受付は平成28
緑のボランティア活動で指導者とし
年度で終了しました。4月からは、最
て活躍したい方のための知識や技術
寄りの郵便局、
金融機関等をご利用く
を学べる講習です▶期間=６月18日
〜９月２日のうち８日間（全36時間）
ださい 問 都主税局徴収部徴収指導課
☎03（5321）
1111内線28‑506
▶対象=都内在住・在学・在勤の18
歳以上で、緑に関するボランティア

自治会・町会の活動を支援
「地

子どもたちの物を大切にする心を育て
域の底力発展事業助成」
募集
るため、
壊れたおもちゃを修理します。 参加団体は「くらしフェスタ立川実行
都は、地域活動の担い手である自治
委員会」を構成し、平成30年２月に
１世帯２点までで先着40点です。
壊れ
た部品なども一緒にお持ちください。 実施するイベントを企画・運営します。 会・町会が主催して行う、地域の課題
を解決するための取り組み（催し・活
部品代がかかる場合は実費負担です。 実行委員会は月１回開催予定。第１
動等）を支援するため、事業助成を
回は５月10日㈬午前10時から女性総
直せないものもあります。
直接会場へ
対 市内在住の方 時４月22日㈯午後１
対
行っています。
くわしくは「東京都生
合センターで開催します 市内の団
体・グループ 申５月１日㈪までに、電
時〜３時 場 女性総合センター 問 生活
活文化局」
のホームページをご覧くだ
話、または団体名、代表者名、連絡先
安全課消費生活センター係〔女性総
さい 問 都生活文化局都民生活部地域
合センター５階〕
☎
（528）
6801

東京都子育て支援員研修参加
者を募集（第1期）

活動推進課☎03（5388）
3166

活動経験が１年間に10日間以上あ
る方▶定員＝50人（抽選）▶受講料
＝14,400円▶申し込み＝4月28日㈮
〔消印有効〕までに申込書（「東京都
環境局」
のホームページでダウンロー
ド可）を郵送、
ファクスで東京都環境
局緑環境課〔〒163‑8001新宿区西
新宿2‑8‑1第二本庁舎22階中央〕☎
03（5388）3555 Fax 03（5388）1379
へ

第10回 多摩モノレール写真コンクール
多摩都市モノレール（株）主催、 月31日㈬〔消印有効〕▶表彰▷最
優秀賞１人＝５万円ほか▶応募先
モノレール沿線５市が後援。
くわし
「 写真
くは各駅設置のポスター、チラシ、 ＝多摩都市モノレール（株）
コンクール」係〔〒190‑0015泉町
「 多 摩モノレール」のホームペー
（526）7800
1078‑92〕問 同係☎
ジをご覧ください▶応募締切＝５

初期の巣
（10cm程度）
成長した巣（50cm以上）

アシナガバチの巣
傘状（形状に変化なし）

ファーレ立川アート写真コンテスト
多摩モノレール立川北駅の近く
には109の屋外芸術作品群「ファー
レ立 川アート」があります 。この

ファーレ立川アート管理委員会事
務局
（市地域文化課）
内線4501

アートを題材とした写真コンテスト
を開催します。大賞作品には、賞状
と賞金５万円を贈呈します 申 ６月
初期の巣
（3cm程度）

成長した巣（30cm以上）

30日㈮〔必着〕
までに、募集要項（市
ホームページからダウンロード可）
をご覧の上、応募してください 問

平成28年度大賞「流れる瞬間」
（綿谷重規さん）

平成29年
（2017年）
4月10日

10

