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お知らせ
中学校用教科書見本の展示
市教育委員会は、平成28年度から市
立中学校で使用する教科書の採択に
向けて、見本を展示しています。直接
会場へ 時・場 8月31日㈪まで▶中央図
書館=午前10時〜午後7時(土曜・日
曜日は午後5時まで。休館日を除く)
▶市政情報コーナー（市役所3階）=午
前9時〜午後5時（土曜・日曜日、祝日
を除く）問 指導課・内線2486

私立幼稚園補助金を申請する
方は調書の提出を

づった日記で、後の時代の参考にな
るようにと、公私にわたるさまざまな
出来事を記したものです。改訂版（第
5巻）は、嘉永7年（1854年）〜安政5
年（1858年）の5年分を収めています。
今回の巻で、全5巻が刊行されました
問 歴史民俗資料館☎(525)0860

7月18日㈯窓口サービスセン
ターは臨時休業します

キ

JR立川駅南北デッ

エスカレーターを正しくご利用ください

市は、JR立川駅南北のデッキにエスカレーターを設置しています。誤った使
い方をすると事故につながります。今回紹介する注意点を確認し、正しく安
全に利用しましょう。なお、エスカレーターには利用上の注意事項を掲示し
ています 問 道路課施設係・内線2396

手すりにつかまる

10月から施行されるマイナンバー制
度移行準備作業のため、7月18日㈯
は窓口サービスセンターを臨時休業
します。
センター内の自動交付機は通
常通り利用できます。なお、個人番号

書が配布されない場合は、保育課へ
ご連絡ください。
くわしくは市ホーム
ページをご覧ください 問 保育課保育
幼稚園支援係・内線1322

「公私日記」改訂版（第5巻）を
刊行しました
市教育委員会は、鈴木平九郎「公私日
記」改訂版の第5巻を刊行しました。1
部1,600円で歴史民俗資料館と市政
情報コーナー（市役所3階）で頒布し
ています。
「 公私日記」は、幕末の柴崎
村（旧立川市）で、名主を務めた鈴木
平九郎が、天保8年（西暦1837年）〜
安政5年（1858年）の22年間に書きつ

募集
赤ちゃんと一緒の映画会「シネマ
のたまてばこ2015」実行委員
赤ちゃん連れで大スクリーンでの映

さかえ会館は7月1日㈬から休
館します

歩かない

空調機改修工事のため、次の通り休
館します▶休館期間=7月1日㈬〜9月
30日㈬▶休館中の利用申込窓口=8
月1日㈯から東栄会公会堂（栄町5−5
−3）へ〔月曜・水曜・金曜日、午前9時

年以上従事し、
かつ市内に5年以上居
住している▷市内で15年以上同一の
職種に従事している 申 推薦は7月24

〜午後5時（正午〜午後1時を除く）〕
8月1日㈯と9月1日㈫は月初のため受
け付けます問生涯学習推進センター☎
（527）5757

日㈮までに産業観光課商工振興係・
内線2645へ

国民年金保険料～パソコン、
ス
マートフォンから納付できます

黄色い線の内側に立つ
すき間に物が
挟まると緊急
停止するため
転倒すること
があるほか、
履物とともに足が引き込まれてけが
をする恐れがあり大変危険です。

は、金融機関へお問い合わせください
問 立川年金事務所☎
（523）0352

２０１６年成人を祝うつどい
記念式典とアトラクション
市と成人を
祝うつどい
実行委員会
は 、成 人 を
迎える若者

キングの契約をしていれば、
インター
労褒賞候補者」
としてご推薦ください。 ネットやスマートフォンなどの携帯機
推薦された方の中から褒賞対象者を
器から納付書の内容をもとに納付が
選考し、12月1日㈫の式典で表彰しま
できます。
サービスのご利用について

たちの門出を祝福するため、
「 成人を
祝うつどい」を開催します 対 平成7年
4月2日〜平成8年4月1日に生まれた
方 時 平成28年1月11日（月・祝）正午
〜午後1時30分（午前11時開場）場 た
ましんRISURUホール 問 子ども育成
課青少年係・内線1306

て農作業に取り組める方 費 1区画3万

内在住・在勤・在学の方を優先）
▶申

技能功労者の推薦を
皆さんの周りに、優れた技能を持ち仕
事をしている方がいましたら
「技能功

国民年金保険料は、金融機関とイン
ターネットバンキング・モバイルバン

円から問 立川市社会福祉協議会総務
（529）8300
5,000円 申 7月31日㈮〔必着〕までに、 担当☎
はがき
（1世帯1枚）に
「体験型農園入
姉妹市大町市との交流事業〜
園申し込み」、農園名、住所、氏名（ふ

りがな）、年齢、電話番号を書いて、産
業観光課農業振興係・内線2650へ

28年12月から出店予定の食堂1店舗
を募集します。企画提案方式（プレゼ

前10時〜正午に市役所210会議室
で行います 対 乳幼児を子育て中の方
定 5人程度
（申込順）保 見守り保育 申
6月25日㈭午前10時から子育て・い
れかわりたちかわり実行委員会☎090
（8340）9494へ 問 市子育て推進課・
内線1340

ンテーション）により選考を実施。資
格等、
くわしくは、市ホームページを
ご覧ください▶応募締切=8月5日㈬
正午▶プレゼンテーション= 時 8月21
日㈮午後1時30分から 場 立川競輪
場会議室 問 事業課業務係☎（524）
1121

立川競輪場内の売店出店者
9月から出店予定の売店1店舗と平成

立川市社会福祉協議会会員

作付計画や、種・苗、農具などの用意
は農園主が行うので、初心者でも安

社会福祉協議会の活動は市民の皆さ
んや地域の団体が会員となって収め

心して本格的な農作業を体験し、収
穫できます。1区画当たりの面積は約
30㎡。利用期間は7月〜平成28年1月
（更新可）。車での通園はできません
▶太陽農園（若葉町1丁目、農園主・尾
崎義彦さん）
＝5区画 対 原則として市
内在住の方で、利用期間内に継続し

ていただく会費などで運営されてい
ます。会費は、福祉団体への活動費助
成、
「あいあい通信」の発行などに活
用します。7月は
「会員募集キャンペー
ン」月間。多くの皆さんのご加入をお
願いします。年会費は▷個人会員=1

11

エスカレーター
での歩行、かけ
登り、かけ降り
は、思わぬ事故
の原因となり大
変危険です。

す▶推薦対象となる方=平成27年10
月31日現在65歳以上で、次のいずれ
かの条件を満たす方▷同一職種に30

画を楽しんでもらう貸 切 上 映 会 の
企画・運営をします。市民団体「子育
て・いれかわりたちかわり」
と市の共
催。上映までに平日2時間程度の会議
を7回開催予定。次回は7月8日㈬午

体験型農園入園者（追加募集）

幼児はバランスを
崩しやすいため、
幼児だけで乗ると
転倒などの事故の
恐れがあります。

手すりにつかま
らずにいると、
転倒・転落の原
因となります。

を10月5日㈪から通知するため、10月
市は、
私立幼稚園に通うお子さんがい
3日㈯・4日㈰についても同様に臨時
る世帯に、所得に応じて補助金を交
休業する予定です。
付しています（所得制限があります）。 問 市 民 課 窓口サービスセンター ☎
市内から市外の私立幼稚園に通園し （540）0020
ている場合も対象になります▶申請
方法＝通園している幼稚園が配布す
る調書に必要事項を書いて、幼稚園
に提出してください。幼稚園から調

幼児は大人と手をつなぐ

口500円から▷団体会員=1口5,000

平成27年（2015年）6月25日

大町観光特派員

雄 大 な 山々

込方法＝7月27日㈪〔必着〕
までに、参
加者全員(代表者に○印）の住所、氏
名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、
在勤・在学の方は勤務先名か学校名
を書いて、はがきかファクス、Eメー

の眺め、美し
い 湖 、長 い
歴 史を持つ
伝 統 芸 能や
食文化にも恵まれた長野県大町市で

ルで立川市地域文化振興財団大町
交流事業係〔〒190−0022錦町3−3
−20〕Fax（ 525）6581 e oomachi@

自然と文化に触れ、
その魅力を簡単な
スクラップブッキングにして伝える大

1312

tachikawa-chiikibunka.or.jpへ
問 立川市地域文化振興財団☎
（526）

官公署・その他

町観光特派員を募集します。夏休み
の家族の思い出づくり、
自由研究にも。
戦没者遺児による慰霊友好親
●体験内容 木崎湖でのカヌー体験
や ぶ さ め
善事業の参加者募集
や和紙づくり体験、大町流 鏑馬太鼓
日本遺族会は、戦没者遺児を対象に、
の鑑賞など。なお、内容は天候などに
戦没地を訪れて慰霊追悼を行い、現
より変更することがあります▶対象
地住民との友好親善を深める事業へ
＝小学生以上（中学生以下は保護者
の参加者を募集しています。
くわしく
の同伴が必要）
▶日程＝8月21日㈮・
問
はお問い合わせください 日本遺族
22日㈯〔1泊2日〕
▶集合=午前7時、
た
会☎03（3261）5521
ましんRISURUホール前▶交通手段
=バス1台▶宿泊=黒部ビューホテル
（大町温泉郷。相部屋となる場合あ

り）
▶費用＝大人12,000円、小・中学
生6,000円（バスの代金、1日目の夕
食、2日目の朝食・昼食、宿泊料、保険
料など）
▶募集人数＝35人（抽選。市

●7月2日〜5日（小松島記念を場外
発売） ●7月9日〜12日（前橋記念
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

