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市役所代表電話
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=環境

=健康

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

お知らせ
学校用務嘱託員募集
募1名
資屋外での仕事、階段の昇降や荷物
の運搬等ができる、持久力と筋力
のある65歳未満の方
勤務内容 市立小・中学校の学校用
務
（清掃、除草、樹木の手入れ、
小修繕、文書・物品の運搬等）
報酬 時給1,060円
（交通費別途支給、
社会保険加入）
勤務期間 10月1日㈭〜平成28年3月
31日㈭
（更新あり）
勤務時間 週5日、1日6時間
（午前7時
〜
（時差勤務体制）
）
勤務場所 市立小・中学校
選考方法 書類選考・面接
（9月16日
㈬を予定）
（写真
申9月11日㈮までに、履歴書
添付）
を担当係へ直接お持ちくだ
さい
（平日午前8時30分〜午後5時
15分）
。※郵送不可
問教育総務課教育総務係

042-576-2111（代）

申 =申込方法 問 =問い合わせ
対幼児〜小学校中学年程度。どなたで
も自由にご参加いただけます。
※小さなお子さんは、できるだけ保
護者の方がご同伴ください。
出演ひらいくん
（平井敬人）
、しょうく
ん
（福田翔）
主催・ 問 駄菓子や
「くにちゃん」
（リ
ング・リンクくにたち）
☎090−9640−2458（吉村）
mail@kunichan.org
※申込不要、直接会場へお越しくだ
さい。
児童青少年課児童・青少年係

＝メールアドレス

HP

＝ホームページ

「中小企業退職金共済制度」
なら
掛金に国の助成が受けられます
☆新規加入や掛金月額を増額する場
合、掛金の一部を国が助成します。
☆掛金は全額非課税で、手数料もか
かりません。外部積立型だから管
理が簡単です！
☆従業員ごとの納付状況や退職金試
算額を事業主にお知らせします。
☆退職金は、中退共から直接従業員
へ支払われます。
☆パートタイマーや家族従業員も加
入できます。
※詳しくは下記ホームページをご覧
ください。
勤労者退職金共済機構
問（独）
中小企業退職金共済事業本部
☎03−6907−1234
HP http://chutaikyo.taisyokukin.
go.jp/
産業振興課商工観光係
【お詫びと訂正】
市報8月20日号掲載の
「子育て支援コーナ
ー」
の記事について、
地域カンガルー広場の北
学童保育所の開催場所を、
(北2−29 第四小
学校北西側)と記載しましたが、
正しくは
（北市
民プラザ）
でした。
お詫び申し上げますとともに訂正します。
問い合わせ
中央児童館 ☎575−3224
北学童保育所 ☎572−6146

▲ありし日の旧国立駅舎。今でも
くにたちの顔 です!

8月現在、「旧国立駅舎再築のために」に寄せられた寄附の金額は、7千537万8,337円です。皆さんのご協力、ありがとうございます!

第1話

政策経営課財政係

旧国立駅舎再築語物

80

今も愛され続ける
赤い三角屋根

12

平成27年度就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験ご案内
文部科学省では、満15歳以上で、
やむを得ない事由により中学校を卒
業できないと見込まれる方を対象に、
中学校卒業程度認定試験を実施しま
す。受験を希望される方は、直接、
文部科学省の担当へお問い合わせく
ださい。
願書受付期間 9月11日 ㈮ まで
（ 当日
消印有効）
問 文部科学省生涯学習政策局生涯
学習推進課認定試験第一係・第
二係
☎03−5253−4111

国立駅舎は︑現存当時︑原宿
駅に次ぎ︑都内で二番目に古
い希少な大正期の木造建築物です︒
建築されてから 年間︑市民に
深く愛され︑守られ︑くにたちのま
ちのシンボルとして親しまれてき
た︑今でも市民が誇りに思う建 物
です︒
建築史から見ても︑建物の文化
的価値は高く︑また︑都市計画史
から見ても︑学園都市開発のなか
に駅舎が位置づけられた点で非常
に価値の高い建物です︒大学通り
からのながめを意識してつくられ︑
景観上も優れた価値を持っていま
した︒

旧国立駅舎は︑国立市有形文化
財として指定後に︑Ｊ Ｒ中央線の
連続立体交差事業による工事に伴
い︑平成 年 月に解体されまし
た︒その後︑市が部材を大切に保

管しています︒
市では︑歩行者の動線を考慮し︑
新駅舎との距離をとった大学通り
の南北の軸線上で︑ほぼもとの場
所に旧国立駅舎を文化財として再
築する事業を進めています︒
今後も︑旧国立駅舎の歴史と再
築事業について︑お知らせしてい
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

18

11時30分⑥ガイドウオーク＝午
前11時〜11時30分
費 ①事前申込：大人1,000円、中高
生・75歳以上500円
②当日申込：大人1,500円、中高
生・75歳以上1,000円
※小学生以下は無料です。
申・ 問 下記ホームページからお申
し込みください。TOKYOウオー
ク2015大会事務局
☎03−5256−7855
HP http://www.tokyo-walk.jp/

旧

問☎03−3235−1155
☆東京都ろうどう110番
（東京都労働
相談情報センター）
日 9月8日㈫、9日㈬各日とも午前9
時30分〜午後5時
問☎0570−006110
②講演会
「若者の自殺について」
（予定）
の開催
日9月10日㈭午後6時30分〜8時
場東京都庁都民ホール
（新宿区西新宿2−8−1）
（精神科医）
師松本 俊彦氏
対区市町村、関係団体、一般都民
申・ 問 東京都福祉保健局ホームペ
ージからお申し込みください。
「不動産無料街頭相談所」
開催
（申込不要）
HP http://www.fukushihoken.
法律・税務・不動産全般に関する
相談を受け付けます。
metro.tokyo.jp/
日9月12日㈯午前10時〜午後4時
場JR国立駅南口 多摩信用金庫前 東京信用保証協会
と う き ょ う
（中1−9−52）
「江戸・TOKYO技とテクノの
※直接会場へお越しください。
融合展2015」
開催
（入場無料・申込不要）
中小企業の皆さまへの経営支援の
問公益社団法人東京都宅地建物取引
業協会 国分寺国立支部
（事務局） 取り組みとして、ビジネスフェアを
嘱託員の応募書類（履歴書等）は一切返却
☎042−323−4900
開催します。284企業・団体による
しません。また、国立市の嘱託員等の採用目
的以外には使用せず、個人情報として適切に
生活コミュニテイ課市民連携推 ブース展示、著名講師陣による講演
保管・処理します。
進係
が行われます。新技術や新商品の情
報収集の場として、積極的にご活用
「自殺防止！東京キャンペーン」
開催 ください。
「離乳食を親子で楽しく
わくわく離乳食講座」
開催
（参加費無料） 「気づいてください！ 体と心の限 日10月2日㈮午前10時〜午後5時
（九都県市統一標語）
日 9月26日㈯午前10時30分〜11時 界サイン」
（千代田区丸
場 東京国際フォーラム
自殺の防止等に関する都民の理解
30分
の内3−5−1）
を促進するため、東京都では9月を ※直接会場へお越しください。
（富士見台3−45−1）
場西保育園
対 5〜8カ月のお子さんがいる保護 自殺対策強化月間として、「自殺防 問東京信用保証協会ビジネスフェア
止！東京キャンペーン」を展開して
者の方
実行委員会事務局
います。
☎03−3272−2070
（申込先着順）
定10名
HP http://www.cgc-tokyo.or.jp/
申・ 問 下記へ電話で直接お申し込 ①特別相談の実施
◆東京都自殺相談ダイヤル
みください。
と う き ょ う
〜こころといのちのほっとライン〜 「TOKYOウ オ ー ク2015 第4回 大 会
☎576−7217
」
参加者募集
（ 各日とも24 （多摩川エリア）
日9月7日㈪〜 11日㈮
満65歳以上の方へ、敬老の日
時間）
東京の名所を巡り、東京の魅力を
体験するウオーキング大会です。
（9月21日（月・祝））は公衆浴場が無料です!! 問☎0570−087478
敬老の日は、下記の公衆浴場が無 ◆自殺予防いのちの電話
日10月17日㈯午前5時30分〜午後4時
料でご利用できます。ゆっくりとご 日９月10日㈭午前8時〜 11日㈮午前 ※各コースはスタート会場、スター
入浴をお楽しみください。
（年齢証明
ト受付時間が異なります。詳しく
8時
（24時間）
は不要です）
はホームページをご覧ください。
0120−738−556
問
☆鳩の湯
（東2−8−19）
◆54時間特別相談
（東京自殺防止セ コース ①45㎞②30㎞③20㎞④12
☎572−0918
㎞⑤8㎞⑥ガイドウオーク は む ら
ンター）
スタート会場
①45㎞コース…羽 村
問産業振興課商工観光係
日9月5日㈯午前0時〜7日㈪午前6時
しゅすいせき
0120−589−090
問
取 水堰
（羽村市多摩川1丁目）
②30
◆自死遺族のための電話相談
（グリ
【あそびうたパンパカパーン！】
㎞コース…多摩川緑地③〜⑥その
ーフケア・サポートプラザ）
「うたをあそぼう あそびをうたおう」
他…ガス橋緑地
（大田区下丸子2丁
開催
（参加費無料・申込不要）
日 9月8日㈫〜11日㈮各日とも午前
目）
（ゴールはすべてガス橋緑地）
スタート受付時間 ①45㎞コース＝
歌にあわせて体操をしたり、子ど
10時〜午後10時
もたちに大人気のパネルシアターや 問☎03−3796−5453
午前5時30分から6時30分②30㎞
アニメーションも開催します!!
コース＝午前7時30分〜9時③20
☆多重債務110番
（東京都消費生活
㎞コース＝午前8時30分〜10時④
総合センター）
日9月26日㈯午後1時30分〜2時30分
12㎞コース＝午前9時30分〜11
（国立富 日 9月7日㈪、8日㈫各日とも午前9
場 富士見台第一団地集会室
時⑤8㎞コース＝午前10時30分〜
士見台郵便局の並び）
時〜午後5時

