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）

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、
くるりん

の率を乗じた額が保険料に加算され
浸水への備えをお願いします
ます。保険料の追納をする場合には
専用の納付書が必要となりますので、 都下水道局では、雨期に向かう6月を
と定め、浸水の
希望する方はお手続きください 問 立 「浸水対策強化月間」
川年金事務所☎
（523）0352
備えをお願いしています。道路にあ
る雨水ますや側溝がふさがっている
第27回立川よいと祭り〜民踊
と、雨水が下水道管に流れ込まず、浸

食器（再使用できる食器）を貸し出し
ています。平成26年度は、延べ約50
団体の利用がありました。
申し込みの

8月1日㈯に開催される
「第27回立川
よいと祭り」の民踊流しに参加しませ

お知らせ
くるりん食器（食器再使用シス
テム）
のご案内

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
階79番窓口）
とキッチンさかえで配
布。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
でキッチンさかえFax（540）1035へ 問
キッチンさかえ☎（540）1033、市環
境対策課環境推進係・内線2244

中小企業が取り組む省エネ対
策支援
●無料省エネルギー診断 効果的な
節電対策で光熱費を削減したいと考
えている中小企業に対し、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推進
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
実施し、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。
●省エネ改修補助金 上記の診断を
受診した、市内に事業所を持つ中小
企業が、改善提案に基づいて行う省

流しの一般練習会

んか。初めての方でもすぐ踊れるよう
に民踊講師が丁寧に指導。動きやす
い服装で直接会場へ。来場には公共
交通機関をご利用ください 時 ①6月
20日②7月4日③7月18日の土曜日、
午後2時〜4時 場 ①②立川競輪場集
合棟3階ホール③たましんRISURU
ホール展示室 定 各回60人（先着順）
持うちわ、
タオル 問 立川よいと祭り実
行委員会事務局〔立川市地域文化振
興財団内〕☎
（526）1312

自宅のベランダでたい肥づくり
にチャレンジ
「たい肥の素」と衣装ケースを使用
して、家庭のベランダなどでたい肥づ
くりをする方を募集しています。
「た
い肥の素」は市内の家庭から出され
たせん定枝を収集・処理したもので
す。申し込んだ方には、
「たい肥の素」
を自宅までお届けします 申 電話か、住
所・氏名・世帯の人数・電話番号を書
いてファクスまたはEメールで、ごみ
対策課ごみ減量推進係・内線6757 Fax
（531）5800 e gomitaisaku@city.
tachikawa.lg.jpへ

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

6月4日㈭、証明書自動交付機
は使用できません

こまめにかきまぜるのがポイントです

ファーマーズセンターみのーれ
立川2周年記念セール

6月4日㈭は、機械の保守点検のため、
市内全ての証明書自動交付機が終日
新鮮な農産物を取りそろえて皆さん
利用できません。ご理解とご協力を
をお待ちしています 時 6月4日㈭〜6
お願いします 問 市民課管理係・内線
1360
日㈯、午前10時〜午後6時 場 みのー
れ立川
〔砂川町2−1−5（国営昭和記念
国民年金保険料の追納をしま
公園北側）〕問 産業観光課農業振興

せんか

た、
「 東京アメッシュ」で降雨情報を
提供しています。東京アメッシュホー
ムページHP http://tokyo-ame.jwa.
or.jp/ 問 都下水道局流域下水道本部
☎（527）4828、市下水道管理課・内
線2200

生涯学習市民リーダー登録の
更新

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
24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一定

情報紙ほほえみvol.48配布開
始しました
「情報紙ほほえみ」は立川市在住で
未就学児がいる子育て中のママたち
が作っている子育て情報紙。子育て中
のママたちの
「知りたい」
が満載。幼稚
園や保育園のイベントカレンダーや

夏の親子収穫体験
親子でジャガ
イモとエダマ
メの 収 穫 を
体験しません
か。収穫した
野菜は持ち
帰ることができます。生育状況によっ
て日程変更、農作物を変更する場合
もあります。車での来場はできません
対 市内在住の小学生と保護者
（保護
者のみの参加は不可）時 7月11日㈯
①午前9時から②午前11時から（雨
天実施）場 ファーマーズセンターみ
のーれ立川（現地集合・解散）費 1家
族600円 定 各回50組（抽選）申 6月11
日㈭〔消印有効〕
までに往復はがき
（1

「生涯学習指導協力者（生涯学習市
民リーダー）登録制度」の登録期間が、 家族1枚のみ有効）に希望時間（①か
6月30日㈫で終了します。現在登録中
②）
と参加者全員の住所、氏名（ふり
の方には、新しい登録票を郵送しま
がな）、年齢、電話番号、返信用宛先を
すので、更新の手続きをお願いします。 書いて、産業観光課農業振興係・内線
登録票は6月30日までに、郵送か直
接、生涯学習情報コーナー〔〒190−
0012曙町2−36−2女性総合センター

2650へ

キッズ伝統芸能体験「おけいこ
サマーキャンプ in 立川」

1階〕☎（528）6803へ。この制度は、
「 日本舞踊コース」の
さまざまな分野で知識や技能を持っ 「お箏コース」
ている方に
「生涯学習市民リーダー」 いずれかを選びおけいこ6回と発表
会 対 小学生〜高校生 時▶けいこ=8月
としてご登録いただき、学習グループ
18日㈫〜24日㈪▷午前10時〜11時
や地域のイベントなどを計画する団

▷午前11時30分〜午後0時30分※
体に紹介する制度です。新たな市民
リーダーの登録もお待ちしています。 23日㈰は休み。けいこ時間の指定は
できません▶発表会=8月25日㈫ 場 た
「得意な分野で、市民の生涯学習に
ましんRISURUホール 費 1人3,000
貢献したい」
という方、生涯学習情報
問
円（ほかに教材費等およそ1,500円）
コーナーへご連絡ください 生涯学
定 各クラス8 人（ 抽 選 ）申 6 月2 4日
習情報コーナー☎
（528）6803
㈬まで。くわしくは立川市地域文化
スズメバチにご注意を
振興財団☎（526）1312 HP http://
ハチは春から夏にかけて巣を作り始
www.geidankyo.or.jp/kidsめます。ハチの巣が生活に支障を来
dento/?page.id=1330へ
す場合は駆除をご検討ください。市
ではハチの種類の確認、駆除方法の
アドバイスや、駆除業者の紹介を行っ
ています。また集合住宅以外の個人
宅についてはスズメバチに限りハチ

立川市民オペラ公演2016 歌
劇
「ラ･ボエーム」
ソリスト

平成28年3月12日㈯・13日㈰にたま

しんRISURUホールで開催される
の巣駆除補助金制度が利用できます。 歌劇に出演するソリストを募集しま
す。オーディションは7月30日㈭に
ご相談ください。
たましんRISURUホールで行います
コガタスズメバチの巣
対 音楽専門課程を修了またはそれ
トックリ型からボール型へ変化
に相当する能力を有する者（年齢不
問）費 5,000円（審査料）申 6月30日

係・内線2650

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

11

水の危険性が高まります。雨水ます
や側溝にごみを入れたり、上に物を置
いたりしないようにお願いします。ま

募集

㈫午後5時〔必着〕までに、所定の応
募用紙（立川市民オペラの会ホーム
ページ HP http://www.tachikawachiikibunka.or.jp/opera/からダウ
ンロード可）に必要事項を書いて、直

初期の巣
（10cm程度）
成長した巣
（50cm以上）

アシナガバチの巣
傘状（形状に変化なし）

接または郵送で立川市地域文化振興
財団市民オペラ担当〔〒190−0022
錦町3−3−20たましんRISURUホー
ル内〕☎(526)1312Fax(525)6581へ

園庭開放情報も。
●配布場所 子ども家庭支援セン
ター、子ども未来センター、市内子育
てひろば、市役所、幼稚園、保育園、児
童館、学習館、図書館、その他（5月末
までに設置完了予定）
問 子育て支援事務室☎(529)8664

平成27年（2015年）5月25日

初期の巣
（3cm程度）

成長した巣
（30cm以上）

問 環境対策課環境指導係・内線2248

●5月23日〜26日（宇都宮記念全R
を場外発売） ●5月27日〜29日
（F
Ⅰ） ●6月6日〜9日
（取手記念全Rを
場外発売）
開催案内・レース結果

0180（994）223 〜 5

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

