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お知らせ
都営住宅入居者募集
募集住宅 ①家族向・単身者向(一般
募集住宅)②定期使用住宅(若年フ
ァミリー向)③定期使用住宅(多子
世帯向)④若年ファミリー向
申込書・募集案内の配布期間
11月4日㈬〜13日㈮
配布場所〈市役所市民課窓口〉平日
午前8時30分〜午後5時
〈市役所警
備 室〉平日午 後5時〜10時と土・
日曜日
〈北市民プラザ
（北3‑1‑1
9号 棟 ）
〉午 前8時30分 〜 午 後7時
（火曜日は午後５時まで、土・日
曜日は午前9時から）
〈南市民プラ
ザ
（泉2‑3‑2 1号棟）
〉午前9時〜
午後7時(火曜日は休館)
※申込書・募集案内は配布期間中の
み東京都住宅供給公社ホームペー
ジからダウンロードできます。
HP http://www.to‐kousya.or.jp/
申 郵送で、11月１7日㈫までに渋谷
郵便局に届いたものに限り受け付
けます。
問 東京都住宅供給公社 都営住宅
募集センター 都営募集係
11月4日㈬から13日㈮までは
☎0570‑010‑810
※市外局番03は必要ありません。
配布期間以外は
☎03‑3498‑8894
（土・日曜・祝
日は除く）
市民課市民係

日 =日時 場 =場所 師 =講師 対 =対象 定 =定員 募 =募集人数 資 =資格 費 =費用
申 =申込方法 問 =問い合わせ

＝メールアドレス

HP

＝ホームページ

をご覧ください。
問立川税務署 ☎523‑1181

上流の野球場付近まで。清掃に先
立ち、自然観察会
（野鳥観察）
を行
います
（午前8時30分〜 9時30分、
集合場所は同じ）
。清掃後、手づ
検察審査員に選ばれたらご協力を！
くりうどん昼食会を行います
（無
交通事故、詐欺などの被害にあっ
料）
。
たのに、検察官がその事件を裁判に
臨時職員の応募書類（履歴書等）は、一切
返却しません。また、国立市の臨時職員等の かけてくれない。このような不服を 主催クリーン多摩川国立実行委員会
採用の目的以外には使用せず、個人情報とし もっている人のために
「検察審査会」 後援国立市、国立市美化推進協議会
て適切に保管・処理します。
があります。費用は無料で、秘密は 問ごみ減量課清掃係
堅く守られますので、お気軽にご利
用ください。
「永福寺で坐禅体験・郷土文化館
「第25回国立市消費生活展」
開催
検察審査会では11名の審査員が事 企画展＆大学通り巡り」
考えよう! 平和なくらしと安全
〜あそんできいて まなべる一日〜 件の審査にあたります。審査員は選 ガイドウォーク開催
挙権を持っている皆さんのなかから 日 11月25日㈬午前10時〜午後3時
日11月15日㈰午前10時〜午後3時
で選ばれます。皆さんも審査
30分
（富士見台2‑48‑1） 「くじ」
場市民芸術小ホール
参加団体 市内消費者団体・消費生 員に選ばれることがあるかもしれま 集合 JR矢川駅改札口
（午前10時集合）
（定員になり次第締め切り）
活相談コーナー・関東電気保安協 せん。審査員に選ばれたときには、 定30名
国民の代表として、この仕事にご協 費1人1,300円
会・東京都行政書士会立川支部
（ 昼 食 代、お土 産 代、
修繕コーナー 包丁研ぎ・傘の修理・ 力をお願いします。
坐禅体験代、保険代等含む）
行程 JR矢川駅〜永福寺
（坐禅体験：
おもちゃの病院
（当日先着順・対 問立川検察審査会事務局
約30分）〜郷土文化館
（秋季企画
☎845‑0292
応可能数に限りあり・部品代は実
展
「村の明治 医 新」
＆弁当昼食）
最高裁判所
費・1世帯1件・市内在住の方に
じょうやま
HP http://www.courts.go.jp/
限る）
〜城山さとのいえ
（大根の収穫）
〜
※そのほか、ガレージセール
（雨天中
kensin/
谷保天満宮
（宝物殿見学）
〜大学通
止）
、クイズラリー、ジャズライブ
り
（紅葉見学）
〜一橋大学西キャン
等の音楽会を行います!
パス〜 JR国立駅
東京都シニアスポーツ振興事業
主催国立市消費生活展実行委員会、 「シニア
※小雨決行
（荒天にて中止の場合は、
（60歳以上）
サッカー
前日までに連絡します）
フェスティバル」
開催
（申込不要）
国立市
市内のママさんチーム
「国立チェリ 申11月7日㈯より、問 へメールまた
問生活コミュニティ課市民連携推進係
ーズFC」との親善試合を行います。
はファクスにて、住所・氏名・年
国立市消費者団体連絡会講演
齢・連絡先を明記のうえ、お申し
日11月22日㈰午前10時〜正午
「共生・共助による都市農業の展望」 （午前9時30分集合）
込みください。
開催
（参加費無料・申込不要）
場多摩川河川敷グラウンドサッカー 問国立市観光まちづくり協会
都市農業における生産者と消費者
場
（谷保9544先）
☎574‑1199（平日午前10時〜午
の関わりについて、お話をしていた 主催国立市体育協会、東京都体育協
後5時）
FAX 574‑1351
だきます。
会、東京都
※イベント中のけが等につきまして
info@kunimachi.jp
日11月25日㈬午後3時〜5時
は、個人に一任しますので、事前
産業振興課商工観光係
（富士見台2‑48‑1）
場 市民総合体育館
たかひろ
に各自で保険加入をお願いします。
師 山田 崇裕氏
（東京農業大学国際食料
立川青年会議所 第922回例会
「若者
情報学部 国際バイオビジネス学科） 問国立市サッカー協会
☎090‑1260‑6375
（内堀）
×まちづくり 繋ごう新たなネット
（当日先着順）
定40名
主催国立市、国立市消費者団体連絡会
ワーク」
開催
（入場無料・申込不要）
商店街と大学生による協働事例を
問生活コミュニティ課市民連携推進係 「第59回クリーン多摩川国立のつどい」
参考に、若者の参画による
「まちづく
清掃活動開催
（申込不要）
「地域活性」のヒントを学び合う
多摩川の豊かな自然や景観を守る り」
立川税務署からのお知らせ
国税庁では、11月11日㈬から17 ために、市内の各団体が協力し、多 場として開催します。
日㈫を
「税を考える週間」
として、税 摩川河川敷公園の清掃を行います。 日11月11日㈬午後5時〜7時
に関するさまざまな情報提供を行っ （団体に限らず、個人での参加も可） 場さくらホール
（東1‑4‑6）
りょう
スタジオ
エル
ています。期間中は、国税庁ホーム 日11月15日㈰午前10時〜正午（雨天中止） 予定参加者 山崎 亮 氏
（studio-L代
ひしぬま
ページ内に
「税の役割と税務署の仕 場多摩川河川敷公園
（谷保9544）
表）
、菱沼 勇介氏
（エマリコくに
事」をテーマとした特集ページが開 集合多摩川河川敷公園の本部前
たち代表取締役）
、伊藤 大輔氏
設されます。詳しくは、国税庁ホー ※清掃用具は主催者で用意します。 （立川青年会議所理事長）
ほか
ムページ
（http://www.nta.go.jp）
清掃活動の範囲は、石田大橋から 問立川青年会議所 ☎527‑1001
士免許証の写しを添えて11月26
日㈭までに 問 へ郵送
（必着）また
はご持参ください。
問〒186 0003 富士見台2 47 3
給食センター ☎572 4177

審議会情報…【第13回国立市男女平等推進市民委員会】11月11日㈬午後7時〜 9時 市役所3階 第3・4会議室 傍聴可

生ごみ発酵促進剤
﹁アスカマン﹂モニター募集中！

﹁アスカマン﹂
は︑振りかけて土と混ぜるだけで︑生
ごみが分解されて土にかえるという製品です︒虫や臭
いが出にくく︑場所や手間がいらずに生ごみの減量に
取り組めます︒分解後の土は︑ガーデニングや家庭菜
園に使うこともできます︒
モニターを希望される方
︵既参加者を除く︶
は︑担当
係までお越しください︒
﹁アスカマン﹂
１袋を無料で差
し上げます
︵使用後に調査票を提出していただきます︶
︒
問い合わせ ごみ減量課清掃係

旧国立駅舎再築物語

sec̲kuniseibi
@city.kunitachi.tokyo.jp

第3話

国立学園都市と旧国立駅舎の魅力

ご紹介させていただきます︒
問い合わせ
国立駅周辺整備課国立駅周辺
整備担当
０２６４

FAX

042-576-2111（代）

国立学園都市は︑大正から昭和にかけての郊外住
宅地開発の代表例で︑駅・駅前広場・大学通り一体
の景観構造を都市計画に取り入れた近代都市計画の
﹁傑作﹂
の一つです︒
旧国立駅舎は︑学園都市開発で最初にまちのなか
に位置づけられた建物で︑国立学園都市の景観構造
の頂点に立地しています︒大学通り側からは︑人々
の興味をひくアイストップとなり︑国立駅側からは︑
円形公園や大学通りを見通すビューポイントとなり
ます︒こうした︑まちと駅が一体となった景観構造
を市民が思いをもって︑受け継ぎ︑今日まで継承し
てきました︒だからこそ︑くにたちは景観の優れた
まちとして多くの人に知られることになったのです︒
﹁歴史﹂
に裏打ちされた駅舎を頂点とする景観構
造を取り戻し︑まちの魅力を積極的に発信していく
必要があります︒
皆さんの
﹁旧国立駅舎の思い出﹂
をお寄せください！
旧国立駅舎の思い出を 字以内でまとめ
︵書式は
自由︶
︑掲載する際の作者名としてニックネームや
イニシャルなどを記載のうえ︑ファクスまたはメー
ルで担当係へお送りください︒選考のうえ︑市報で

給食センター臨時職員
（栄養士(産休代替）
・事務)募集
募①栄養士：1名②事務：2名
資 ①栄養士免許の有資格者①②パ
ソコンの操作
（ワード・エクセル）
ができる方
勤務内容 ①学校給食に係る栄養士
関係事務②給食費事務補助等
賃金 ①時給1,150円②時給920円
（交通費別途支給、社会保険加入）
勤務期間 ①②とも採用日〜平成28
年3月31日㈭
（更新あり）
勤務時間 ①週5日、午前8時〜午後4
時②週5日以内、午前9時30分〜
午後4時
勤務場所 ①②とも市立学校給食セ
ンター
選考方法 書類選考・面接
（写真貼付）
に必要
申①②とも履歴書
事項を記入し、①については栄養

市役所代表電話

環境

市長室男女平等・人権・平和担当

