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凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から受け付け）

囲碁入門
対60歳以上の市民の方（入門者）時
11月12日・19日・26日、12月3日の水
曜日、午前10時〜正午（全4回）場幸
福祉会館師生涯学習市民リーダー・
大井洽充さん定20人（申込順）申9
月25日㈭から幸福祉会館☎（535）
2197へ

認知症高齢者のケアプラン
対市内在住・在勤の介護従事者時11
月1日㈯・29日㈯、午後2時15分〜5
時15分（全2回）場至誠キートスホー
ム（幸町4−14−1）師日本社会事業大
学准教授・下垣光さん定20人（申込
順）申至誠キートスホーム☎（538）
2323へ問市高齢福祉課・内線1479

やさしい健康気功
対60歳以上の市民の方時11月5日
㈬・7日㈮・12日㈬・14日㈮、午後1時
30分〜3時30分（全4回）場一番福祉
会館師気功指導員・阿部美貴世さん
定40人(申込順)持動きやすい服装、
飲み物申9月25日㈭から一番福祉会
館☎(531)2945へ

やさしいヨガ教室
対60歳以上の市民の方時11月11日・
18日・25日、12月2日の火曜日、午後
1時30分〜3時30分場柴崎福祉会館
師生涯学習市民リーダー・伊藤統子
さん定50人（申込順）持動きやすい服
装、飲み物、ヨガマットまたはバスタ
オル申9月25日㈭から柴崎福祉会館☎
（523）4012へ

高齢者のつどいについて（お詫び）
9月14日に開催した「高齢者のつど
い」に入場できなかった皆様には深く
お詫び申し上げます。今後、受付方法
など改善を図っていきます問福祉総
務課・内線1490

お知らせ

シニア

第5回たちかわあすなろフェスタ
拘置所見学会のほか、刑務所作業製
品展示即売や被収容者食事体験、ち
びっこ刑務官撮影会、くるりんも登場
するステージなど、家族で楽しめるイ
ベントです時10月18日㈯午前9時〜

違反建築防止週間
10月15日〜21日は「違反建築防止週
間」です。建築物を新築・増築する際
には必ず工事着手前に確認済証の交
付を受け、工事完了時には完了検査
を申請し、検査済証の交付を受けてく
ださい。なお、市は個人の建築主の方
に完了検査を受け忘れることがない
よう、お知らせのはがきを送付してい
ます。
●一斉公開建築パトロールを実施　
都建築指導事務所と23区、立川市な
ど9市は合同で、10月21日㈫に一斉
公開建築パトロールを実施します。ま
た、市は違反建築をなくし､安全で住
みよいまちづくりを進めるため、随時、
市内の建築パトロールを行っていま
す。
問建築指導課監察係・内線2337

国民年金の任意加入
国民年金は、20歳から60歳までの40
年間保険料を納めなければ満額を受
け取ることができません。納め忘れな
どにより40年に満たない場合、申請
した月から任意加入することにより
満額の年金に近づけることができます
（老齢基礎年金の繰り上げ支給を受
けている方は除く）。なお昭和40年4
月1日以前の生まれで、65歳に達した
時点に老齢基礎年金の受給資格期間
25年を満たしていない方は70歳まで
任意加入することができます。保険料
の支払いは口座引き落としとなりま
すので、手続きの際、預金通帳・銀行
届印と年金手帳をご持参ください。
問市保険年金課国民年金係・内線
1395、立川年金事務所☎（523）0352

山梨県清里にある市の林間施設
「八ヶ岳山荘」は、冬季期間〔宿泊
の初日が 12月 25 日㈭〜平成 27
年 1月 4日㈰〕の利用を往復はが
きによる抽選で行います。
●申し込みできる方　①市内在
住・在勤・在学の方とその同居の
家族②市内で活動している社会教
育関係団体などで教育委員会が認
めた団体
●申込方法　10月 8日㈬〔消印有
効〕までに往復はがき（1グループ
1通、複数申し込みは無効）に代
表者の住所、氏名、電話番号（市
外在住で市内在勤・在学の方は勤
務先名または学校名と所在地、電
話番号も）、利用日と宿泊数（2泊
が限度で第 3希望まで記入可）、
人数（大人と子どもの内訳）、希
望部屋数（1グループ原則 3部屋
まで、1部屋の定員は 6人）を書
いて立川市八ヶ岳山荘〔〒 407−
0301 山梨県北杜市高根町清里

3545−1〕へ。
※記入例 =1月 1日と 2日に宿泊
する場合「利用日は 1月 1日から
3日まで、宿泊数は 2泊 3日」と
記入します。
●抽選結果のお知らせ　抽選結果
は 10 月 15 日㈬までにお知らせ
します。なお、はがきでの申し込
みで満室にならなかった日の申し
込みは、市外の方を含めて 10 月
16 日㈭から八ヶ岳山荘で電話受
け付けをします。
●利用料金　市内在住・在勤・在
学の方と同居の家族は▶中学生以
下 =500 円▶① 65 歳以上の方、
②愛の手帳保持者、③身体障害
者手帳 1 級〜 3 級の方、④精神
障害者保健福祉手帳保持者、⑤
①〜④の付添人（1人につき 1人）
=1,000 円▶その他の方 =2,000
円。市外在住の方の料金などくわ
しくはお問い合わせください。
問八ヶ岳山荘☎ 0551（48）2309

八ヶ岳山荘 冬季期間の申し込みは
往復はがきで 10月８日まで

「都市計画区域の整備、開発及
び保全の方針」案の縦覧

都は「都市計画区域の整備、開発及
び保全の方針」案の縦覧を行ってい
ます。くわしくは都ホームページHP

http://www.toshiseibi.metro.
tokyo.jpをご覧ください時・場10月
3日㈮まで▷都都市整備局都市計画
課（都庁第二本庁舎21階）=午前9時
〜午後5時〔正午〜午後1時を除く〕▷
市都市計画課（市役所2階）=午前8時
30分〜午後5時15分〔いずれも土曜・
日曜日、祝日を除く〕問市都市計画
課・内線2366

「たちかわフリーマーケット村」
の出店者募集

立川市消費者団体連絡会との共催に
より、ごみの減量や資源の節約など
を目的として開催するフリーマーケッ
トの出店者を募集します。リサイクル
品を主体とし、食料品や動植物、電化
製品などは扱えません対営利を目的
としない市内在住・在勤・在学の方時
11月15日㈯午前10時から場多摩モ
ノレール立川北駅下サンサンロード
費1,500円定50店舗（抽選。応募が
20店舗未満の場合は中止）申10月6
日㈪〔必着〕までに「フリーマーケット
出店申込」、代表者の住所、氏名、電
話番号を書いて、往復はがきで生活
安全課消費生活センター係〔〒190−
0012曙町2−36−2女性総合センター
内〕へ。申し込みは1グループ1枚まで。
なお、申し込まれた方は定員を超え
た場合の抽選と店舗の場所を決める
ための抽選に必ず参加していただき
ます。抽選日は、10月18日㈯午前10
時〜正午、会場は女性総合センター
問生活安全課消費生活センター係☎
（528）6801

●9月27日～30日（青森記念全Rを
場外発売）　●10月1日（FⅠ）　●10
月2日～3日（FⅠ、大垣記念全Rを併
売）　●10月4日～5日（大垣記念全
Rを場外発売）

0180（994）223～5開催案内・レース結果

ごみの持込手数料を改定
11月1日㈯から、清掃工場と総合リサ
イクルセンターにごみを持ち込む際
の処理手数料を次の通り改定します。
●家庭ごみ（1kgにつき）　8円→30円
●事業系ごみ（燃やせるごみのみ。
1kgにつき）　30円→40円
問ごみ対策課☎(531)5518
≪お詫びと訂正≫9月10日号11面の
「ごみの持込手数料を改定」の記事
中、「11月4日㈫」とあるのは「11月1
日㈯」の誤りでした。お詫びして訂正
します。

午後3時場立川拘置所、市役所北側
広場問立川拘置所☎（540）4191

東京地方・家庭裁判所立川支部
庁舎見学会

東京地方・家庭裁判所立川支部では、
「法の日」週間（10月1日〜7日）の行
事として、庁舎見学会を実施します時
10月2日㈭午後2時〜3時50分（午後
1時30分受付開始）定80人（申込順）
申10月1日㈬までに東京地方裁判所
立川支部庶務第一課庶務係☎（845）
0297〔午前8時30分〜午後5時。土
曜・日曜日、祝日を除く〕へ

多摩パブリック法律事務所「不
安を安心に」無料法律相談会

不動産関係・相続・離婚・成年後見・事
業者向け法務・労働問題・刑事事件・
債務整理など、お気軽にご相談くださ
い時10月25日㈯午前10時〜午後4時
（1枠30分）場多摩パブリック法律事
務所（曙町2−9−1）定48人（申込順）
申10月6日㈪から電話で同事務所☎
（548）2450〔午前9時30分〜午後7
時、土曜・日曜日、祝日を除く〕へ

秋の谷戸沢処分場自然観察ガ
イドツアー

バスツアーと自家用車で直接来場す
るツアーを東京たま広域資源循環組
合が開催します。申込方法など、くわ
しくは同組合ホームページHPhttp://
www.tama-junkankumiai.com/
をご覧ください対多摩地域在住・在
勤・在学の方（小学生以下は保護者同
伴）▶立川発のバスツアー＝時11月
15日㈯午前9時30分（集合）〜午後3
時30分（解散予定）場JR立川駅北口
付近（集合・解散）定50人（抽選）申10
月29日㈬〔必着〕までに、必要事項を
書いて往復はがきで同組合へ▶車で
の来場ツアー＝時10月2日㈭〜12月
4日㈭の毎週火曜・木曜日①午前10
時〜11時30分②午後1時30分〜3時
定各20人（申込順）申参加希望日の2
週間前までに電話で同組合へ問同組
合「見学会係」☎（597）6152

全国一斉!法務局休日相談所
土地・建物の相続や贈与の登記に関
することなど、お気軽にご相談を。相
談は法務局職員のほか、公証人、司法
書士、土地家屋調査士、人権擁護委
員がお受けします。公証人による講演
会も。直接会場へ時10月5日㈰▷相談
=午前10時〜午後4時(受け付けは3
時まで)▷講演=午前10時30分〜11
時30分場立川地方合同庁舎（緑町）
問東京法務局民事行政調査官室☎03
（5213）1319官公署・その他


