
「全国有料老人ホーム協会」加盟ホーム

メディカルケア
センチュリーハウス玉川上水

24時間看護師常駐
要介護1～5・認知症の方入居可

多摩都市モノレール線・西武拝島線

住所：東大和市桜が丘4-29-4

「玉川上水」駅　徒歩10分
多摩都市モノレール線

「桜街道」駅　徒歩4分

（サービス付高齢者向け住宅）
0120-390-851

詳細はお問い合せ下さい。

センチュリーライフ
〒105-0014 東京都港区芝2-31-15  北海芝ビル 長谷工の介護

相続は、税金のことももちろん大切ですが、一番大切なのは
「資産をどのように残すか」です。まずは皆様のお話をお聞かせください。
私たちは、専門家として税金の計算はもちろん、家族が仲良く相続し、次の世代に
安心して資産を残すため、遺言を含めた最適なプランをご提案いたします。

フィオーレ  税理士

確定申告時期ですが、相続についても考えてみませんか？

代表税理士
森下左知子

フィオーレ税理士事務所 　042-595-7645
通常は30分5,000円のところ、1時間500円のワンコイン相談会を実施中、先着5名様！

立川市錦町4-5-8 KDビル201（西国立駅より徒歩４分）

こんな疑問や不安にもお答えします
・増税の影響が不安・・・　・不動産会社を作ればいいって聞いたけど…
・相続が“争続”になるのは絶対避けたい　・生前贈与ってどうすればいいの？

一度事務所に相談に来てみませんか？相続は一日も早く考えることが大切です。
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ワンコイン相続相談会開催！

青 木 畳 店 042-523-8282
立川市富士見町4-13-14

僕は
青木畳店を
推薦します！

お客様満足、お客様感動を
選ぶなら青木畳店！

フィオーレ  税理士42-595-7645
500円のワンコイン相談会を実施中、先着5名様！

1（西国立駅より徒歩４分）
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僕は
青木畳店を
推薦します！
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お客様満足、お客様感動を
選ぶなら青木畳店！

畳生活提案協同組合
イメージキャラクター
舞の海秀平さん

立川市 青木畳店

介護付有料老人ホーム

介護棟 入居者募集中
　明治安田生命
グループ サンビナス立川

●クリニックを併設し医療
　連携を強化しています
●介護・看護スタッフの
　手厚い介護体制
●看取りを実施しています

サンビナス立川の特徴

クリニック併設
24h看護!

JR「西立川駅」
より徒歩2分

・類型/介護付（一般型） ・居住の権利形態/利用権方式 ・利用料の支払方式/前払金方式 
・入居時の要件/混合型（自立含む） ・介護保険の利用/特定施設入居者生活介護（一般型） 
・専用居室区分/定員1～2人（親族のみ対象） ・介護に関わる職員体制/1.5:1以上

受付時間9時～18時（日・祝日を除く）

お申込み、お問い合せはこちらから

0120-163-274
詳しくは サンビナス立川住所：立川市富士見町1丁目33番地3号

介護職員・パートも
募集しています。

TEL：042-527-8866
（総務部）

介護棟 新料金プラン誕生
！

平成27年2月は日曜・祝日も受付けています。

資料請求・見学・体験入居随時受付中！

3月7日土  ････････････････････
●持続可能社会と江戸～元祖クー
ルジャパン！江戸から学ぼう　江

戸の市民社会のあ
りようから21世紀
の私たちの安全・
安心なくらしを改
めて考えます。手
話通訳あり時午後

１時30分～３時30分（午後１時開
場）場１階ホール師法政大学総長
・田中優子さん定180人（申込順）
保10人（1歳～学齢前）申２月10日
㈫から生活安全課消費生活センタ
ー係☎（528）6801へ

3月8日日  ････････････････････
●春を奏でる和モダン～ミュージ
ックと講談がコラボ！　出演は社
会人講談師・山中紅香さん、サキ
ソフォン・吉田充里さん、ボーカ
ル・佐藤悦子さん、ピアノ・梶山
ななえさん時午後１時30分～３時
（午後１時開場）場１階ホール費
300円（３歳以上。チケットは当
日午前11時30分から５階で販売）
定190人（座席指定）

3月7日土  ････････････････････
●おいしいコーヒーは世界を救う
　コーヒーはどうやって作られ、
どこから来るのかなどについて学
びましょう時午前10時30分～正午
場５階第２学習室師コーヒー製造
会社担当者・川端勇雄さん定40人
（先着順）
3月8日日  ････････････････････
●平和に暮らせる社会にするには？
　手話通訳あり時午前10時30分～
正午場５階第２学習室師戦場・環
境ジャーナリスト・志葉玲さん定
40人（先着順）
●企業の廃棄物のリサイクルへの
取り組み　手話通訳あり時午後１
時～２時30分場５階第２学習室師
コープみらい担当者・吉野千佳子
さん定40人（先着順）

3月7日土・8日日  ･･･････････････
●実行委員会参加団体による展示
　「食」「くらし」「環境」の視点から、
さまざまな情報を発信します。体
験コーナーもあります場５階ロビ
ー、５階第１・第３学習室

●くらしに関す
るポスター展　
市内小・中学生
や一般の方によ
る力作114点場
５階ロビー

3月7日土・8日日  ･･･････････････
●手作りカレー　時午前11時30分
～午後２時（売り切れ次第終了）場
５階料理実習室費150円
●喫茶コーナー　時午前11時30分
～午後３時（売り切れ次第終了）場
５階第１会議室費50円
3月8日日  ････････････････････
●立川産野菜の実費頒
布　時午後３時15分か
ら（売り切れ次第終了）
場５階第１学習室

3月7日土  ････････････････････
●素敵なステンシルカード作り　
時午前10時～午後０時30分場５
階作業室
●親子リズム　対２歳～学齢前の
子どもと保護者時午前10時30分～

正午場５階和室定20組（申込順）
申２月10日㈫から生活安全課消費
生活センター係☎（528）6801へ
●健康チェック　
骨密度、血管年齢、
血圧、体脂肪、歯
科相談を行います。
素足になります時
▷午前10時30分～正午▷午後１
時30分～３時（各回終了30分前に
受付終了）場１階健康サロン費
100円（実費）
3月8日日  ････････････････････
●着付け教室　時▷午前10時30
分～正午▷午後０時30分～２時
場５階和室定各回10人（先着順）
費300円（実費）
●フラダンス　対小学生以上どな
たでも（子連れ可）時午後１時～３
時場１階健康サロン師フラ・プル
メリア講師・渡辺和子さん定25
人（先着順）持運動しやすい服装、
タオル、飲み物

3月7日土・8日日  ･･･････････････
●消費生活相談会　電話相談もで
きます〔☎（528）6810〕時午前９時
～午後４時（正午～午後１時を除
く）場５階消費生活相談室

くらしフェスタ立川
今日の安全　明日の安心～アイム発　くらしの新情報
第 回13

来場者用保育あり 若干名、１回２時間まで（１歳～学齢前）申直接 5階カ
ウンターへ（事前申込可）

7
午前10時～
午後 4時

3月
土日 8 日日

　「食」「環境」「育児」「健康」など、くらしにかかわる情報満載の市民イベント
「くらしフェスタ立川」を開催します。ぜひご来場ください。参加方法が指定
されているイベント以外は直接会場へお越しください。
問生活安全課消費生活センター係〔女性総合センター内〕☎（528）6801

講演会

講談とコンサート

学習会

展　示

食

体　験
相　談

女性総合センター
1階・5階

か

若葉小５年・大村羽奈さん

･･･････････････ ･･････････････････････････ ･･････････
頒

平成27年（2015年）2月10日（毎月10日・25日発行）

広 告

※広告に関するお問い合わせは…総合広告代理店　フレックス株式会社☎042（528）1611へ

地元立川の情報を発信中
＠tachikawa_tokyo

立川市公式ツイッター
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