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地域猫活動講演会「地域で取り
組む猫のこと」in西砂

飼い主のいない猫対策を進めている
地域猫活動について、専門家による
講演、ボランティアによる相談会を行
います。直接会場へ時3月8日㈯午後
2時〜4時場西砂学習館師東京都動
物愛護推進員・亀山嘉代さんほか定
30人程度（先着順）問環境対策課環
境推進係・内線2245

学校給食共同調理場見学・試食
会

時3月18日㈫午前9時30分から場学
校給食共同調理場費254円（給食試食
代）定30人程度（抽選）申3月5日㈬〔必
着〕までに往復はがきかEメールに希望
者全員の住所・氏名・年齢・電話番号を
書いて、学校給食課（〒190－0015泉
町1156－14）e gakkoukyuushoku@
city.tachikawa.lg.jp☎（529）3511へ

それいけ!たまレンジャー!!
ジャガイモの植え付けや多摩産の食
材を使った燻製作りなどを行います
対多摩地域の小・中学生（未就学児要
相談）時3月29日㈯〔雨天の場合3月
30日㈰〕場YUGI MURA Farm（八
王子市堀之内）費500円（ジャガイモ
植え付け用の種芋代、保険料ほか）定
30人（申込順）申3月25日㈫までにE
メールで件名に「たまレンジャー参加
申し込み」、本文に住所、氏名、学校名、
学年、電話番号、緊急連絡先を書いて、
学術・文化・産業ネットワーク多摩 e

info.hello.n.g.i@gmail.com、また
は学生団体N.G.I.のフェイスブック
HPhttp://facebook.com/NGI.jpへ
問企画政策課・内線2687

親子で夏野菜を育てて収穫し
ませんか!

立川市農研会（農業後継者組織）の
指導のもと、ジャガイモ、トウモロコシ、
枝豆などの夏野菜を育てます。種まき
から体験でき、育てた作物はすべて持
ち帰れます対市内在住の小学生と保
護者（大人だけの参加はできません）
時4月上旬、5月中旬、6月中旬、7月上
旬の4日間、いずれも土曜日の午前
中2時間〜3時間程度場若葉町3丁目

（車での来場不可）費1組1,500円定
15組（抽選）申3月12日㈬〔消印有効〕
までに往復はがきに住所、参加者全
員の氏名（ふりがな）、子どもの学校名
と新学年、電話番号を書いて産業振
興課農業振興係・内線2650へ

保育園と一緒に子育て! 新しい
保育制度って?

保育園との付き合い方と、新しい保育
制度についてのお話を聞きます時3月
18日㈫午前10時〜正午場女性総合
センター師ジャーナリスト・猪熊弘子
さん定20人（申込順）保5人程度（1歳
〜学齢前。1歳未満は同席可）申2月

25日㈫から男女平等参画課☎（528）
6801へ

創業・ビジネス一般・就職・資格
に関する相談

創業や就職にかかわるさまざまな相
談を、専門の相談員がお受けします。
直接会場へ（予約優先）。
▶中央図書館2階ビジネス支援コー
ナー＝時毎週火曜・金曜日、毎月第1・
第3土曜日、午前10時〜午後5時申中
央図書館☎（528）6800へ
▶たましん事業支援センター（曙町2
－8－18東京建物ファーレ立川ビル
1階）＝時毎週水曜日、午後1時〜5時
申産業振興課商工振興係・内線2644
へ

地域就職面接会・面接対策セミ
ナー

対おおむね34歳以下の求職者場立川
商工会議所
●面接対策セミナー(事前予約制)　
時3月7日㈮午前10時〜正午定30人

（申込順）
●合同就職面接会　面接を希望する
企業の数の履歴書を持参して、直接
会場へ(参加企業10社程度を予定)時
3月7日㈮午後1時30分〜4時30分

（受付時間は午後1時〜3時30分）
申・問東京しごとセンター多摩☎042

（329）4524問市産業振興課商工振
興係・内線2644

第3回立川いったい音楽まつり
の参加者募集

立川駅周辺の百貨店前や複合商業施
設内等で一斉ライブを実施するイベン
トです。立川のまち、あちらこちらから、
ジャズが、ポップスが、クラシックが聴
こえる3日間に演奏者として参加しま
せんか▶開催日時＝5月16日㈮〜18
日㈰、午前11時〜午後9時（開催場所
により異なります）▶会場＝立川髙島
屋、伊勢丹立川店、アレアレア、グラン
デュオ立川店、サンサンロードほか▶
募集団体数＝150団体程度（選考）▶
応募締め切り＝3月20日㈭〔必着〕▶
応募方法＝フェイスブックHPhttp://
www.facebook.com/ittaimatsuri
をご覧ください問立川いったい音楽
まつり実行委員会〔立川市地域文化
振興財団内〕☎（526）1312

絵画ワークショップ〜奇跡の一
枚を生み出す授業

第21回を迎えるたちかわアートギャ
ラリー展のプレ企画として開催。画
家が分かりやすく絵画の描き方や
魅力を教えます対小・中学生時4月
5日㈯午後1時〜2時30分場たまし
んRISURUホール（立川市市民会
館）サブホール師画家・池平徹兵さ
ん定15人（抽選）費500円（材料代）
申 3月20日㈭までに立川市地域文
化振興財団ホームページHPhttp://
www.tachikawa-chiikibunka.
or.jp/610-20140405kwfからメー
ルフォームで同財団☎（526）1312へ

ビブリオバトル交流
お気に入りの
本を持ち寄っ
て、その魅力を
語り合います
対市内在住ま
たは在学の高校生（中学生の参加も
可）時3月27日㈭午前10時〜正午場
中央図書館定10人程度（申込順）申
3月6日㈭までに中央図書館☎（528）
6800へ

ファーレぴかぴかアート
ファーレ立川の芸術作品を楽しみな
がら、清掃とワークショップを行いま
す。アート清掃、午前午後の参加者に
は昼食付対小学生以上（小学生は保
護者同伴）時3月9日㈰午前10時から

（雨天時はワークショップのみで午
後2時30分から）師建築家・石井大五
さん定30人（申込順）申「ファーレぴ
かぴかアート参加希望」と住所、氏名、
電話番号を書いてファクスでファー
レ倶楽部事務局Fax（535）1396へ問
地域文化課・内線4501

子どもの遊んでる姿をプロカメ
ラマンに撮ってもらっちゃおう!

子ども未来センターの芝生広場で、自
然に遊んでいる姿を撮ってもらいま
す。1家族当たりの撮影時間は15分。
実施団体はスマイル・ママ対学齢前の

子どもと保護者時3月7日㈮・10日㈪・
11日㈫、午前10時〜午後1時（雨天中
止）場子ども未来センター費1,500円

（撮影代、画像データCD、L判プリン
ト1枚付き）定各回10組（抽選）申3月
3日㈪〔必着〕までに往復はがきに住
所、氏名、電話番号、参加人数、希望日、
返信用宛先を書いて、子ども未来セン
ター協働事務室（〒190－0022錦町
3－2－26 2階協働事務室内私書箱
005）へ

パソコン勉強会〜パソコンで地
図入りチラシを作ろう!

未使用のUSBメモリを持参すれば、
作成したデータを持ち帰ることがで
きます。パソコンは貸し出しもできま
すが、自分のパソコン（ワード搭載）
の持ち込みも可 時 3月19日㈬午前
10時〜正午場子ども未来センター
費500円（資料代）定15人（申込順）
申3月10日㈪〔必着〕までに、はがき
またはEメールに氏名、連絡先、参加
人数を書いて子ども未来センター協
働事務室（〒190－0022錦町3－2－
26 2階協働事務室内私書箱004）e

saron235@yahoo.co.jpへ

催し

ものづくりワークショップ　時3月
8日㈯午後１時〜3時費500円（材料
代）定10人〔申込順、3月7日㈮までに〕
ふれあいサークル　健康体操、脳ト

レなど対高齢者時3月8日㈯午後１時
30分〜3時30分費50円（茶菓子代）
定20人〔申込順、3月7日㈮までに〕
陶芸教室　時3月8日･22日の土曜

日、午後１時30分〜3時30分費子ども
500円、大人1,000円（材料代）定10人

〔申込順、3月7日㈮までに〕
よさこいソーランの講習　 対中学

生〜70歳くらいの方（小学生以下は
保護者同伴）時3月8日･22日の土曜
日、午後7時〜9時費1,000円（保険料
･衣装代ほか）定なし〔参加者把握の
ため申込制、3月1日㈯までに〕持体育
館シューズ、タオル、飲み物、鳴子（貸
出可能）
プラモデルづくり教室　 対 小学２

年生以上時3月23日㈰午前9時30分
〜午後3時30分定10人〔申込順、3月
16日㈰までに〕

たまがわ・みらいパークの催し
場旧多摩川小。 マークの催しは
たまがわ・みらいパーク企画運営
委員会☎Fax（848）4657へ

遊びにおいでよ 児 童 館 マークの催しは
申し込み制です

富士見児童館	 ☎(506)0026
羽衣児童館	 ☎(506)0025
●3月末まで大規模改修工事で閉館して

います▷富士見児童館=新生小▷羽
衣児童館=六小で出張児童館を実施し
ていますので、くわしくは児童館ホー
ムページをご覧ください
上砂児童館	 ☎（535）1557
●ぬりえコンテスト＝募集期間3月1日㈯

〜7日㈮、作品発表3月18日㈫
ホワイトデーに、マシュマロ焼きを作っ
て食べよう!＝3月14日㈮午後3時か
ら、定員20人、有料
可愛いメモクリップを作ろう!＝3月26
日㈬午後2時から、定員20人、有料

西砂児童館	 ☎（531）0433
●子育てサポート講座＝3月8日㈯午後6

時30分から、保護者対象
●西砂児童館祭り＝3月16日㈰午前11

時30分から
●ドッジボール大会＝3月25日㈫午前

11時から、小学生以上、定員40人

幸児童館	 ☎（537）0358
ひなクッキング＝3月3日㈪午後2時30
分から、定員20人、有料

●あかちゃんタイム	ベビータッチ＝3月
12日㈬午前10時30分から、有料

●スプリングフェスティバル＝3月22日
㈯午前10時から
高松児童館	 ☎（528）2925
●ガールズ・デイ＝3月3日㈪午後3時か

ら
●スプリング・パーティ＝3月26日㈬午

後2時30分から
若葉児童館	 ☎（536）1400
多摩動物公園遠足＝3月15日㈯午前9
時から、定員25人、有料
お楽しみ会＝3月26日㈬午後2時30分
から、定員80人
錦児童館	 ☎（525）6684
●ストラックアウトをしよう!＝3月14日

㈮午後3時から
●みんなでドミノ倒しをしよう!＝3月22

日㈯午後1時30分から
●おたのしみシアター＝3月25日㈫午後

1時30分から

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●3月4日〜5日（FⅠ）　●3月6日（FⅠ・
松山記念全Rを併売）　●3月7日〜9
日（松山記念全Rを場外発売）
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まちのお知らせ

●シャンソン・カトレアの会第17回発表
会　シャンソン・カトレアの会が主催。
直接会場へ 時 3月23日㈰午後1時30
分開演（午後1時開場）場女性総合セン
ター問瀧さん☎042（381）1885
●立川うた声天国　懐かしの歌声喫
茶。直接会場へ時3月1日㈯午後1時30
分〜4時30分場カンマーザール（曙町
2－25－1）費1回1,000円（演奏者謝礼

ほか）定70人（先着順）問前田さん☎090
（8811）4012
●立川自然観察友の会第23回写真展
「自然の中で…」　関東近郊の山や高
原などの自然観察で撮影した写真を展
示。直接会場へ時3月4日㈫〜16日㈰、
午前9時30分〜午後5時 場 国営昭和
記念公園花みどり文化センターギャラ
リー1問岩田さん☎（536）3490
●立川DQS	 2014ダンスパーティー
　立川DQSが主催。気楽に楽しめるフ
リーダンスパーティー。直接会場へ時3
月2日㈰午後1時30分〜4時30分場柴
崎市民体育館費500円（参加費）定100
人（先着順）問山崎さん☎090（2174）
1314
●楽しいクラシックの会コンサート　楽

しいクラシックの会が主催。「本格的ピ
リオド楽器でバッハの受難曲、カンター
タを聴く」。国立音楽大学招聘教授・礒
山雅さんによるお話と東京芸術大学の
出身者らを中心にした演奏時3月10日
㈪午後6時30分開演（午後6時開場）場
たましんRISURUホール（立川市市民
会館）小ホール費2,000円（チケット代。
全席自由）定200人（申込順）申村山さ
ん☎（536）3530

会員募集

●西砂ふれあい体操友の会　親子で柔
軟体操を行い、ボールやフラフープなど
の用具を使って遊びながら運動します。
また音楽に合わせて跳んだり走ったり

します対2歳以上の子どもと保護者時
毎週金曜日、午前10時〜正午場西砂学
習館入1,600円月2,500円申加園さん
☎090（4602）7585
●幸オカリナサークル　市の講習会か
らスタートして6年になります対市内在
住の60歳以上でC管・F管を使用経験の
ある方時毎週火曜日、午後1時〜4時場
幸福祉会館、こぶし会館入1,000円月
1,000円申加藤さん☎（536）7398
●水彩つばき会　水彩画を一緒に楽し
く描いてみませんか。講師指導ありま
す。初心者の方も気軽にお越しください
対60歳以上の方時毎月第1月曜日、午
後1時30分〜3時30分場柴崎福祉会館
月1,200円定6人（申込順）申大

おお

峡
ば

さん☎
（560）5355

この欄の情報の連絡・交渉は当事者間で。
市は関与しません。

宝くじの助成金で備品を整備
市は、財団法人自治総合センターが
宝くじの社会貢献広報事業として実
施する、コミュニティ助成事業の助成
金を活用し、学習等供用施設の備品
を整備しました。地域での各種活動に
ご利用ください問生涯学習推進セン
ター管理係☎（527）5757

国民年金保険料の納め忘れが
ある方へ

国民年金保険料は、納期限から2年
を経過すると納付できなくなります
が、平成24年10月〜平成27年9月の
3年間に限り、過去の保険料を納める
ことができる「後納制度」があります。
過去10年以内の保険料を納めること
で、将来の年金額を増やしたり、年金
の受給権につなげることができます。
後納制度による納付を希望する方は、
立川年金事務所（錦町2－12－10）で
申し込みが必要です。申し込み後の
審査の結果、ご利用いただけない場
合があります▶国民年金保険料専用
ダイヤル☎0570（011）050または☎
03（6731）2015〔▷月曜〜金曜日＝
午前8時30分〜午後5時15分。月曜
日は午後7時まで（月曜日が祝日の場
合は火曜日）▷第2土曜日＝午前9時
30分〜午後4時。いずれも祝日をのぞ
く〕問立川年金事務所☎（523）0352

粗大ごみの申し込みは計画的に
▶申込専用電話=不用になった家具
類、ふとん、掃除機、ファンヒーター、
電子レンジなどの粗大ごみ収集は、専
用電話☎（531）5311〔午前9時〜午
後4時。土曜・日曜日、祝日を除く〕に
お申し込みを▶収集日=申込日から、
おおよそ5日〜10日後です。また、収
集日から1か月間、新たな申し込みは
できません。計画的なご利用をお願
いします▶収集手数料=品物ごとに
定められたポイントによって決まりま
す（一度に収集できる粗大ごみは最
大20ポイントまで）。収集日までに必
要な金額の「粗大ごみ処理券」を購入
し、品物に添付してください。処理券
は1,000円券と300円券の2種類です

（300円券のみでのご利用はできま
せん）。電話で申し込む際に購入枚数
を確認してください。なお、払い戻し
はできませんのでご注意ください▶
処理券取扱店=電話で申し込む際に
確認していただくか、「資源とごみの
収集カレンダー」「資源とごみの分別
ハンドブック」をご覧ください。
問ごみ対策課☎(531)5518

し尿くみ取りの申込方法
し尿のくみ取りは直接、高杉商事☎

（321）2690へお申し込みください。
収集手数料は処理券による前払い制
です。お近くの処理券取扱店で500円
のし尿処理券を購入し、便槽のふたな
どに貼付してください。
問ごみ対策課☎(531)5518

外国人登録証明書をお持ちの
方へ

外国人登録証明書の期限は下表の通

「（仮称）立川立飛商業施設計
画」環境影響評価書の縦覧など

●縦覧　時2月25日㈫〜3月11日㈫、
午前9時30分〜午後4時30分（土曜・
日曜日を除く）場市環境対策課（市役
所2階）、都環境局都市地球環境部環
境都市づくり課（都庁）、都多摩環境
事務所管理課（錦町）
●閲覧　時2月25日㈫〜3月11日㈫

〔月曜日を除く〕、午前10時〜午後7
時〔土曜・日曜日は午後5時まで〕場市
中央図書館
問都環境都市づくり課☎03（5388）
3440、市環境対策課・内線2248

犬の飼い主の方へ〜狂犬病予
防注射

平成26年度の狂犬病予防注射は3月
2日㈰からになります。飼い犬の登録
をしている方に、集合注射の案内はが
きをお送りします。3月14日㈮までに
届かない場合はご連絡ください。また、
下表の動物病院で狂犬病予防注射を
接種すると、その場で狂犬病予防注
射済票（済票）の交付が受けられます。
済票の交付手数料は1件につき550円

（注射料金は別途必要）。なお、済票
の交付申請は環境対策課（市役所2
階）でも行えます。
問注射料金については各病院へ、そ
の他のことは環境対策課環境推進
係・内線2244へ

お知らせ どうぶつの森総合病院
羽衣町2-67-12 ☎（548）8522
にっぱし動物病院
錦町5-7-19 ☎（528）1141
渡邊動物病院
砂川町1-53-7 ☎（537）4628
清水動物病院
砂川町2-18-2 ☎（536）2121
おおにし動物病院
砂川町4-19-7 ☎（534）9728
マミー動物病院
西砂町1-80-8
プレミール105 ☎（531）3912

カインズ昭島病院
昭島市つつじが丘2-8-55
カインズホーム昭島店内 ☎（500）5155

昭島動物病院
昭島市中神町1260 ☎（541）2510
かものはし動物病院
昭島市玉川町3-17-14 ☎（543）4321
小渕動物病院
武蔵村山市大南3-91-30 ☎（565）7772

わかば動物病院
若葉町1-14-2 ☎（534）3909
ゆず動物病院
幸町4-45-6 ☎（534）2770
まお動物病院
幸町5-1-7 ☎（535）8516
立川プラスワン動物病院
栄町6-10-19 ☎（534）9387
いがり動物病院
柏町4-8-30 ☎（535）9119
すずめ野動物病院
富士見町1-23-7 ☎（521）0324
高村動物病院
羽衣町2-45-17 ☎（527）0368
清野獣医科病院
羽衣町2-47-29 ☎（522）7274

りです。それぞれの期限までに在留
カード・特別永住者証明書へ切り替
える手続きをお願いします問市民課
窓口係・内線1371

事業系ごみ　搬入物検査を実
施中

清掃工場では、燃やせるごみの減量
に向けた取り組みとして、市内事業所
の燃やせるごみが収集車等で搬入さ
れる際、検査を行っています。この検
査は、搬入されたごみを検査機に乗
せ、職員がごみ袋の開封などを行って
中身を確認するものです。びん、缶、金
属等の焼却不適合物や古紙等の資
源物が発見された場合は取り出して
持ち帰るように指導しています。また、
検査結果は市の廃棄物収集運搬業許
可業者へ通知し、不適合物の混入が
多い場合は文書で改善指導を行って
います問清掃事務所☎(536)2921

特別相談「多重債務110番」を
開設

市は、都や東京三弁護士会、東京司法
書士会、法テラス等と連携し、多重債
務を抱えている方の相談を実施しま
す。消費生活相談員が窓口となり、債
務整理の専門相談につなぐ手助け
をします。来所、または電話☎（528）
6810〔相談直通〕でご相談ください対
市内在住・在勤・在学の方時3月3日
㈪・4日㈫、午前9時〜午後4時（正午
〜午後1時を除く）場市消費生活セン
ター（女性総合センター5階）問生活
安全課消
費生活セ
ンター係
☎（528）
6801

在留資格 期限 取扱窓口 必要書類

特別永住者
平成27年7月8日または「次
回確認（切替）申請期間」の
始期のいずれか遅い日まで

市役所市民
課 ●外国人登録証明書

●写真（縦4㎝×横3㎝・無帽・
　無背景）
●パスポート

永住者 平成27年7月8日まで
入国管理局
立川出張所上記以外の

在留資格
平成27年7月8日または｢在
留期間満了日｣のいずれか早
い日まで

●16歳未満で上記期限よりも前に16歳になる方は、16歳の誕生日までに手続きが必
　要になります。
●在留期間更新申請などの手続きを伴う場合は、入国管理局☎（528）7179へお問い
　合わせください。

済票の交付が受けられる病院一覧
（順不同）


