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児童館親子サークル（4月開
始）の参加者

保護者が曜日を決めて児童館に集
まって活動する、乳幼児のための自主
グループです。屋外活動や季節行事
など、子どもに体験してほしい活動を、
保護者の方が計画・実施しています。
活動を通じた仲間づくりも、活動目的
の一つです。親子サークルに参加して
みませんか申3月2日㈪〜13日㈮〔日
曜日を除く〕の午前9時30分〜午後6
時に直接、下表の各児童館へ

多摩モノレール写真コンクール
多摩都市モノレール㈱主催、モノレー
ル沿線5市後援。くわしくは各駅設置
のポスター、チラシ、多摩モノレール
ホームページをご覧ください▶応募
締切=5月31日㈰〔消印有効〕▶表彰
▷最優秀賞1人=5万円▷優秀賞12人
=1万円▷特別賞6人▷佳作6人程度
▶応募先=多摩都市モノレール㈱「写
真コンクール」係〔〒190−0015泉町
1078−92〕問同係☎（526）7818〔平
日午前9時〜午後5時45分〕

推奨認定品（お土産品）
市内で販売されている商品の中から、
立川の土産品として独自性に富み、か
つ品質が優れたものを推奨認定品と
して認定し、立川の観光事業の発展

お知らせ

募集

官公署・その他

●3月7日〜10日（名古屋記念全Rを
場外発売）

0180（994）223～5開催案内・レース結果

都市計画案の縦覧、意見書の提出
市は、都市計画法に基づき、次の通り
都市計画案の縦覧を行います。本都
市計画案にご意見のある方は、意見
書の提出ができます。意見書は縦覧
期間中に直接または郵送〔必着〕で、
東京都都市整備局都市づくり政策部
都市計画課へご提出ください。
●案件　立川都市計画下水道立川市
公共下水道（東京都決定）
●縦覧　時2月23日㈪〜3月9日㈪
〔土曜・日曜日を除く〕、午前8時30分
〜午後5時15分場都市計画課（市役
所2階）
●意見書記載事項　①宛名（東京都
知事）②標題〔立川都市計画下水道
立川市公共下水道（東京都決定）に関
する意見書〕③日付、住所、氏名④意見
（内容、理由など）
問都市計画課都市計画係・内線2365

用途地域等の変更案の縦覧と
意見書の提出

市は、都市計画法に基づき、用途地域
等の変更案の縦覧と意見書の提出を

受け付けます。意見書は縦覧期間中に
直接または郵送〔消印有効〕で、都市
計画課（市役所2階）へご提出ください。
●縦覧　時3月9日㈪〜23日㈪〔土曜・
日曜日を除く〕、午前8時30分〜午後5
時15分場都市計画課（市役所2階）
●意見書記載事項　①宛名（立川市
長）②標題（用途地域等の変更案に関
する意見書）③日付、住所、氏名④意見
問都市計画課都市計画係・内線2367

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

立川いったい音楽まつりの出演者
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
ベントで今年で4回目となります。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
2日間に演奏者として参加しませんか
▶開催日時=5月16日㈯・17日㈰、午
前11時〜午後9時（会場により異な
ります）▶会場=サンサンロード、立川
髙島屋、伊勢丹立川店、グランデュオ
立川店、アレアレア、若葉ケヤキモー
ルほか▶募集団体=音楽・ダンス150
団体程度（選考あり）▶応募締切=3
月15日㈰〔必着〕▶応募方法=ホーム
ページHPhttp://www.tachikawa-
chiikibunka.or.jp/tachikawa_
music/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

臨時職員（助産師・看護師）
健康推進課（健康会館）で実施してい
る健診などに従事する臨時職員を募
集します。くわしい勤務内容や条件は
お問い合わせください。
●助産師　▷対象=助産師有資格者
▷時給=1,820円〔パパママ学級は金
額が異なります〕▷業務内容=乳幼児
健診や母乳相談、パパママ学級など
●看護師　▷対象=看護師有資格者
▷時給=1,820円▷業務内容=乳幼児
健診など
申3月6日㈮〔必着〕までに写真貼付の
履歴書を、直接、または郵送で健康推
進課〔〒190−0011高松町3−22−9健
康会館1階〕☎（527）3272へ

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。いずれも祝日を除く〕問
立川年金事務所☎（523）0352

犬の飼い主の方へ〜狂犬病予
防注射

飼い犬の登録をされている方に、平成
27年度の狂犬病予防注射の案内を
お送りします。3月13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
円です（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＝各病院▷そ
の他＝環境対策課環境推進係・内線
2244

とイメージアップに役立てます▶応募
期間＝3月6日㈮まで、午前9時〜午後
5時（土曜・日曜日を除く）▶審査＝
3月13日㈮午後1時30分から、立川商
工会議所▶応募資格＝市内および周
辺の生産・製造業者、またはその承諾
を得た販売業者（審査日からさかの
ぼって1か月以内に東京都多摩立川
保健所において直接指導を受けた商
品とする）▶手数料＝認定証交付手
数料3万円、認定証更新手数料2万円
（いずれも1商品まで）問立川観光協
会☎（527）2700

りんごの木のオーナー
姉妹都市・長野県大町市の大

だい

北
ほく

農協
は、立川市民向けにりんご樹木のオー
ナーを募集します。樹木は栽培農家
が責任を持って管理し、オーナーは
秋に実ったりんごを収穫できます▶
料金＝①ふじ（わい化樹）1本26,500
円、約180玉収獲②ふじ（普通樹）1
本52,900円、約400玉収獲▶応募条
件＝秋に収穫に来られる方▶応募期
間＝3月1日㈰〜31日㈫〔契約総本
数405本に達し次第、募集終了〕申大
北農協りんごオーナー事務局☎0261
（22）7710Fax0261（23）3001へ

ニュースポーツEXPO in 多摩
2015

誰もが気軽に楽しめる参加体験型
のスポーツイベントです。体験できる
ニュースポーツは29種目。人気のジ
バニャンバラエティーショー、ふれあ
い動物園、豪華賞品が当たるじゃん
けん大会やスタンプラリーも。間寛平
さんなど豪華ゲストも登場します。く

わしくは同イベントホームページHP

http://newsports-expo.comをご
覧ください。直接会場へ時3月14日
㈯午前9時30分〜午後4時場国営昭
和記念公園みどりの文化ゾーンゆめ
ひろば問同運営事務局☎03（3454）
5676〔平日午前10時〜午後5時〕

国際法務総合センター（仮称）
工事説明会

法務省は、立川基地跡地昭島地区土
地区画整理事業区域内で建築を予定
している国際法務総合センター（仮
称）の工事について説明会を開催し
ます。直接会場へ時3月7日㈯午後1
時〜3時場上砂会館問法務省大臣官
房施設課施設移転係☎03（3580）
4111

立川防災館のイベント
いずれも直接会場へ場立川防災館
（泉町1156−1）
●防災クイズ　防災に関するクイズ
にチャレンジ。正解者には記念品を進
呈時2月28日㈯、3月8日㈰、午前9時
〜午後4時
●祝 ! 進級・進学オリジナルマウス
パッドプレゼント　子ども用防火衣
を着用し、自由に写真撮影できます。
マウスパッドをプレゼント対新小学1
年〜6年生時3月21日㈷・22日㈰・28
日㈯・29日㈰、午前9時〜午後4時
問同館☎（521）1119

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
どうぶつの森総合病院
羽衣町2−67−12 ☎（548）8522
立川みなみ動物病院
錦町5−8−8 ☎（528）1141
にじいろアニマルクリニック
柴崎町2−25−7 ☎（548）3655

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
あすなろ動物病院
東大和市中央2−1101−21 ☎（590）0590
小渕動物病院
武蔵村山市大南3−91−30 ☎（565）7772

済票の交付が受けられる病院一覧 （順不同）

富士見児童館 ☎（525）9020
錦児童館 ☎（525）6684
羽衣児童館 ☎（526）2336
高松児童館 ☎（528）2925
若葉児童館 ☎（536）1400
幸児童館 ☎（537）0358
上砂児童館 ☎（535）1557
西砂児童館 ☎（531）0433


