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環境フェア

子ども未来センターで開催

日
6 月1日 ●

時 午前 9 時〜午後４時

●どんぐりやシュロの葉で工作しよう ヤゴの配布や環境カルタも。
●緑のカーテンにチャレンジ ゴーヤの苗を無料配布。
●水鉄砲合戦 バイオマスフイルムでポンチョを作り、絵を描いて水
鉄砲合戦をしよう。
●お手玉作りとお手玉検定 賞味期限が切れた豆やあずきでお手玉
を作成。
お手玉検定・入門編（10級〜1級。子ども対象）
を受けて認
定証をもらおう。
●たい肥の無料配布 リサイクルセンターで作った完熟たい肥を配
布します。
ベランダでできるたい肥づくりの紹介や生ごみ処理機器
の展示も。
●重曹でエコ・ライフ 重曹を無料配布。
使い方もアドバイスします。
●環境クイズ 正解者には粗品の進呈もあります。
●風呂敷の使い方講座
問 環境フェア実行委員会事務局
（市環境対策課内)内線2244

▶所在地＝錦町4−7−6▶営業時間
＝正午〜午後5時▶定休日＝木曜・
日曜日HP http://www.tachichoku.
com/ 問 産業振興課農業振興係・内
線2650

西砂産直売会〜営業時間変更
西砂産直売会（西砂町6丁目・西砂学
習館北側広場）の営業時間が毎週火
曜・金曜日の午後3時〜6時へ変更と
なりました 問 産 業 振 興 課 農 業 振 興
係・内線2650

マンホール内部の調査・点検を
行います
市内対象地区の道路上にある下水道
マンホール内部の調査・点検を行い
ます。
ご理解とご協力をお願いします

▶対象地区=上砂町、砂川町、柏町、幸
町、若葉町▶期間=6月〜9月▶調査時
間=1か所10分程度（予定）問 下水道
管理課・内線2204

6月5日㈭、証明書自動交付機
は使用できません

国民年金保険料の追納をしま
せんか
過去に「保険料免除」や「学生納付特
例」
「 若年者納付猶予」の承認を受け
た期間は、年金受給するために必要
な「受給資格期間」に含まれます。た
だし
「保険料免除」は保険料を納付し
た場合と比べ、老齢基礎年金の年金
額が減額されます。
また
「学生納付特
例」や「若年者納付猶予」は老齢基礎
年金額の計算に反映されません。免
除などの承認を受けていた期間につ
いては、10年以内であれば保険料を
後から納めること
（追納）
で、将来の年
金額を増額することができます。
平成23年度以前の期間を追納する場
合は、経過期間によって政令で定めた

ジからダウンロードも可〕
に必要事項
を書いて、7月31日㈭〔消印有効〕
まで
に直接、または郵送で環境対策課環
境推進係・内線2243へ

くるりん食器（食器再使用シス
テム）
をご利用ください
地域のイベントなどで使用される使
い捨て食器を減らすために、再使用
できる食器を貸し出しています。平成

今年度から、
くるりん食器の申込受け
付けと貸し出しは、
キッチンさかえ
（栄
町3−2）が行います。ぜひご利用くだ
さい。
申 利用申込書
〔環境対策課（市役所2

に対し、無料で省エネルギー診断を
行います。
この制度は、東京都地球温
暖化防止活動センター（クール・ネッ
ト東京）が行っており、エネルギー管
理士等の資格を持った技術専門員
が、現場診断等を行って改善提案を
します。省エネルギーの推進や地球
温暖化対策にご活用ください▶申込
先=クール・ネット東京☎03（5388）
3439
●省エネ改修補助金 省エネルギー
診断を受診した市内の中小企業が改
善提案に基づいて行う省エネ改修に
対して、市は補助を行っています。対
象事業の条件や補助金額など、
くわし
くは市ホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。
問 環境対策課温暖化対策係・内線22
44

㈮午前10時〜正午

無料で受診できる木造住宅簡
易耐震診断
診断は一級建築士が行い、建物の耐
震化に関する質問もお受けします▶
対象住宅＝市内の昭和56年以前に

●社交ダンス公開講座
㈮午後1時〜4時

時 6月13日
時 6月13日

●みんなの作品展 時 6月14日㈯〜
21日㈯〔15日㈰を除く〕、午前9時30

分〜午後4時（14日は正午から、21日
は正午まで）
建築された木造の民間戸建て住宅、 ●お茶席公開 時 6月19日㈭午前10
時30分〜午後3時
共同住宅、併用住宅（住宅以外の用途
●英語まつり 時 6月20日㈮午前10
部分の床面積の合計が延床面積の2
時〜正午
分の1未満のもの）
▶申込方法＝住宅
●カラオケ歌謡発表会 時 6月21日
課（市役所2階）
で配布する申込書（市
ホームページからダウンロードも可）
に必要事項を書き、対象住宅の建築
時期が分かる書類（建築確認通知書
等）
と印鑑を持って直接、住宅課住宅
相談係・内線2562へ

市社会教育関係団体の登録有効期間
は、8月31日㈰で満了となります。登録
団体の代表者に6月上旬に、登録更新

平成26年（2014年）5月25日

●省エネルギー診断 効果的な節
電対策で光熱費を削減したいと考え
ている市内に事業所を持つ中小企業

て推進課給付係・内線1346

は専用の納付書が必要となりますの
で、
希望する方はお手続きください。
問 立川年金事務所☎
（523）0352

児童手当・児童育成手当（育成・障害
手当）を受給中の方には「現況届」の
お知らせを6月上旬に発送します。平
成26年度の手当を受けるために必要

中小企業が取り組む省エネ対
策支援

●歌唱コーラス発表会

社会教育関係団体の登録更新

児童手当・児童育成手当の年次
更新手続きを

環境対策課環境推進係・内線2244

4時 場 市役所1階多目的プラザ 問 子育

一定の率を乗じた額が保険料に加算
されます。保険料の追納をする場合に

6月5日㈭は、機械の保守点検のため、 な手続きです。6月30日㈪〔消印有効〕
市内すべての証明書自動交付機が終
までに直接または郵送で、子育て推
日利用できません。
ご理解とご協力を
進課給付係（市役所1階）に必ず提出
お願いします 問 市民課管理係・内線
してください。臨時窓口でも受け付け
1360
ます▶臨時窓口= 時 6月9日㈪〜13日
㈮、午前9時〜11時30分、午後1時〜
11

紙〔環境対策課（市役所2階）
と窓口
サービスセンター（女性総合センター
1階）で配布するほか、市ホームペー

25年度は、延べ50団体の利用があり
ました。

●間伐材でコースターづくり

「 たちか わ 農 産 物 直 売 所 」が
オープンしました

ど、奮ってご参加ください。選考のう
え、入賞者には表彰状と副賞を贈呈
します。

▶対象=市内でみどりのカーテンの取
り組みを行っている市民、市内の学
校・団体・事業所▶申込方法=応募用

〔小雨決行〕

お 知らせ

階）
とキッチンさかえで配布するほか、
市ホームページからダウンロードも
可〕に必要事項を書いて、
ファクスで
初めての方や毎年取り組んでいる方、 キッチンさかえFax（540）1035へ
問 キッチンさかえ☎
学校や事業所で取り組んでいる方な
（540）1033、市

「みどりのカーテンコンテス
ト」
参加者募集

申請書を郵送しますので、6月30日㈪
までに、各地域学習館または生涯学習

㈯午前10時〜午後3時
問シルバー大学事務局☎
（528）1246

ケアラーズカフェ「何でもしゃ
べろう!!」
介護に関するおしゃべり、情報収集、
仲間づくりの場です。直接会場へ 対
高齢者の介護をしている方、
していた
方、
これからする方 時 毎月第1木曜日、
午後2時〜3時 場 至誠キートスホーム
（幸町4−14−1）問 北部中さいわい地
域包括支援センター☎
（538）2339

情報コーナー（女性総合センター1階）
で申請手続きをしてください 問 生涯
学習情報コーナー☎（528）6803

「ひもときシート」
を活用して認
知症ケアについて学ぶ

シニア

認知症の高齢者に対する理解を深
め、介護の質の向上を図るため、介護

保険事業所で働く方を対象に
「ひもと
きシート」の講習会を開催します 時 6
月28日㈯午前10時〜午後4時 場 至誠
シルバー大学生と卒業生サークル会
（幸町4−14−1）定 20
員が日ごろの学習成果を披露します。 キートスホーム
人（申込順）申 至誠キートスホーム☎
直接会場へ 時 6月13日㈮〜21日㈯ 場
（538）2323へ
柴崎福祉会館

第23回シルバー大学文化祭

立川市役所（〒190-8666）
立川市泉町1156-9 ☎
（523）
2111
（代表） Fax
（521）
2653

