
やすらぎ通り整備工事と市民
会館北側の暫定整備工事に関
する説明会

共済立川病院北側の市道１級５号線
（やすらぎ通り）拡幅工事と、たましん
RISURUホール（市民会館）北側国
有地の暫定整備工事について説明し
ます（下図）。直接会場へ時７月19日
㈬午後７時～８時場たましんRISURU
ホール５階第１会議室問まちづくり推
進課・内線2732

西武立川駅内展示スペース（掲
示板）をご利用ください

市は、地域福祉を推進するための作
品展示等を行う展示スペースを西武
拝島線西武立川駅内の階段横の壁面
（南北それぞれ）に設置しています。
市内で地域福祉に関する活動を行う
５人以上の団体は、作品の展示や、ポ
スターなどの掲示ができます。使用に
は申請書（市ホームページからダウン
ロード可）の提出が必要です。くわしく
は市ホームページをご覧ください問福
祉総務課地域福祉推進係・内線1492

夏休み学習スペース

夏休みの間、地域学習館(下表)のロ
ビー、教室等を学習スペースとして開
放します。なお、飲食・パソコンの使用
はできません▶期間=７月21日㈮～８
月31日㈭▶時間=午前９時～午後４
時30分問各地域学習館へ

史跡玉川上水整備活用のため
の作業説明会

都水道局は、小平監視所（幸町6-36-
4、玉川上水駅近く）から下流で、水
路・のり面の保全のため、樹木のせん
定・伐採などを行っています。立川市・
小平市内でこれまでに行った作業の
報告と、今後の作業予定について説
明します。直接会場へ。駐車場はあり
ません時７月28日㈮午後７時～８時
30分場上水新町地域センター（小平
市上水新町1-14-18）問都水道局経
理部☎03（5320）6388、市公園緑地
課緑化推進係・内線2260

7月17日（月・祝）、女性総合セン
ターと図書館は臨時休館

７月17日（月・祝）は、女性総合センター
と図書館が設備点検のため休館する
ことに伴い、休止するシステムがあり
ます。ご不便をおかけしますが、ご理
解をお願いします。
●施設予約システム　施設予約シス
テムを導入している施設（泉市民体
育館を除く）で、利用者端末機の使用
と窓口での予約に関する本申請手続
きなどが利用できません。なお、ご自
宅のパソコンや携帯電話からの仮予
約は通常通り利用できます。また、体
育施設に限り、泉市民体育館での本
申請手続きを受け付けます問各施設
または生涯学習推進センター☎(527）
5757
●図書館　貸出システムを停止する
ため、中央図書館と各図書館は全館
休館します。また、点検準備のため、
７月16日㈰午後５時～17日（月・祝）
は、図書館ホームページの検索画面
が使用できません問中央図書館☎
(528)6800

ライフアップたちかわ～会員
拡大キャンペーン実施中

ライフアップたちかわ（勤労者福祉
サービスセンター）は、市内の中小企
業で働く事業主や勤労者の方を対象
に、総合的な福利厚生事業を市の支
援を受けて行っています。１人月額
400円の会費で給付や健康、レジャー
などの各種サービスを受けること
ができます。９月30日㈯まで入会金

（300円）が無料となる会員拡大キャ
ンペーンを実施しています。くわしく
は「ライフアップたちかわ」のホーム
ページをご覧ください問ライフアップ
たちかわ事務局☎（523）2142、市産
業観光課商工振興係・内線2645

都市計画変更原案の縦覧・意
見書の提出と説明会

市は、村山工場跡地地区について、用
途地域と地区計画の変更に伴う都市
計画変更原案の縦覧、意見書の提出
の受け付け、説明会を行います。
●縦覧と意見書の提出　▶縦覧＝時
７月20日㈭～８月３日㈭、午前８時
30分～午後５時15分〔土曜・日曜日
は除く〕場都市計画課（市役所２階73
番窓口）▶意見書の提出＝地区計画
区域内の土地所有者や土地について
利害関係を有する方は、意見書を提
出できます。７月20日㈭～８月10日
㈭〔消印有効〕に直接、または郵送で
都市計画課へ提出してください▷必

　臨時福祉給付金（経済対策分）の申請受付は７月31日㈪までです。申請
は市役所２階210会議室（月曜～金曜日、午前９時30分～午後５時）で受け
付けています。また、休日の臨時窓口もご利用ください。

問臨時福祉給付金コールセンター☎（595）6022

要事項＝①宛名（立川市長宛）②標題
「村山工場跡地地区地区計画変更原
案に関する意見書」③日付､住所､氏
名④意見
●説明会　直接会場へ時①７月21日
㈮②７月23日㈰、いずれも午前10時
～11時30分場①武蔵村山市中部地
区会館401大集会室（武蔵村山市役
所４階）②立川市役所１階101会議室
問都市計画課･内線2366

被爆者健康手帳をお持ちの方
へ見舞金を支給します

４月１日現在、被爆者健康手帳をお持
ちで、引き続き市内にお住まいの方に、
見舞金を支給します。対象者には７
月上旬に関係書類を郵送しました。７
月31日㈪〔消印有効〕までに直接、ま
たは郵送で福祉総務課調整係（市役
所１階２番窓口）へ提出してください。
なお、対象の方で関係書類が届かな
い方はご連絡ください問福祉総務課
調整係・内線1490

お知らせ

臨時福祉給付金（経済対策分）
の申請をお忘れなく！

焼かない粘土でオリジナルの
シーサーをつくろう！

財団キッズワーク
ショップvol.57。夏
休み工作特別企
画。ユニークな沖
縄の守り神のシー
サーを作ります対

小学生（小学３年生以下は保護者同
伴）時８月20日㈰午前10時30分～正
午場たましんRISURUホール師絵画
造形講師・かまゆみさん費500円（材
料代）定15人（抽選）申８月８日㈫まで
に「立川市地域文化振興財団」のホー
ムページのメールフォームからお申し
込みください問同財団☎（526）1312

消費生活講座「夏休み親子ク
ッキング」

２種類のシフォンケーキを作ります対
小学５年・６年生と保護者時８月２日
㈬午前10時～午後１時場女性総合セ
ンター師パルシステム東京立川委員
会の皆さん費１組800円（材料代）定
８組（申込順）保５人程度（１歳～学
齢前）持エプロン、三角巾、タオル、布
巾、飲み物申７月10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

西砂こども観劇会「かぐや姫
～竹取ものがたり」

読み聞かせとお芝居を組み合わせた
「よみしばい」スタイル。子どもから大
人まで楽しめます。出演はT

シ ア タ ー ・ オ ル ト

heatre Ort
時８月４日㈮午前10時～11時ごろ場
西砂学習館定72人（申込順）申７月11
日㈫から西砂学習館☎（531）0431へ

きりえをつくろう！

きりえの工作を一緒に楽しみましょ
う対小学生時７月31日㈪午後２時～

４時場高松児童館師立川きりえ友の
会・山川信子さん定20人（申込順）申
7月15日㈯から高松児童館☎（528）
2925へ

子ども講座「自分で作ろう★楽
しい！おいしい！冷やし中華！」

立川女子高等学
校の先生とクッ
キング部の皆さ
んと一緒にオリ
ジナル冷やし中華作りに挑戦します
対小学３年生～中学生時８月22日
㈫午前10時30分～午後１時30分場
高松学習館費400円（材料代）定20
人（申込順）持エプロン、バンダナ、タ
オル申７月11日㈫から高松学習館☎
（527）0014へ

一日体験保育士

夏休みに「子育てひろば」でボラン
ティア保育士を体験します対小学生
～高校生で小さな子どもと遊ぶこと
が好きな方、保育士になりたいと考え
ている方時７月18日㈫～８月31日㈭
のうち、各子育てひろばの開設日申７
月13日㈭午前９時30分から希望する
子育てひろばへ

子ども・子育て

〔休日の臨時窓口〕
●窓口サービスセンター（立川タクロス１階）
7月22日土・23日日
▶午前９時30分～正午▶午後１時30分～４時

●市役所２階210会議室
7月30日日
▶午前９時30分～正午▶午後１時30分～４時

7　月31　日月まで

学習
館名 電話番号 定員 利用

できない日
柴崎 ☎(524)2773 24人

7月24日、
8月14日・
28日の
月曜日

砂川 ☎(535)5959 30人

西砂 ☎(531)0431 20人

高松 ☎(527)0014  8人

錦 ☎(527)6743 18人

幸 ☎(534)3076 10人

場所 電話番号
ふじみ子育てひろば
（富士見児童館） ☎（525）9020

にしき子育てひろば
（錦児童館） ☎（525）6684

はごろも子育てひろば
（羽衣児童館） ☎（526）2336

たかまつ子育てひろば
（高松児童館） ☎（528）2925

わかば子育てひろば
（若葉児童館） ☎（536）1400

かみすな子育てひろば
（上砂児童館） ☎（535）1557

しばさきのいえ子育て
ひろば（柴崎町４丁目） ☎（512）7704

なないろ子育てひろば
（女性総合センター１階） ☎（527）5850

ひまわり子育てひろば
（砂川学習館） ☎（528）4335

にじっこ子育てひろば
（西砂学習館） ☎（531）4505
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