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お知らせ
生活や仕事などで困っている方
に〜くらし・しごとサポートセン
ター
経済的な問題をはじめ、
さまざまな問
題を抱えた方の相談を聞き、自立へ
の支援を一緒に考えます。
必要に応じ
て、
自立に向けたプランを作成します
▷就労に関する相談支援▷離職等に
より住居を失った方、失うおそれのあ
る方に、一定の間、家賃相当額を支給
（支給を受けるには条件があります）
▶対象＝市内在住で、離職等により生
活に困っている方▶開設場所＝社会
福祉協議会▶受付時間＝午前8時30
分〜午後5時15分（土曜・日曜日、祝
日、年末年始を除く）問くらし・しごと
サポートセンター☎
（503）
4308

特設人権悩みごと相談

（市役所2階79番窓口）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
1035☎
スで、
きっちんさかえFax（540）
（540）1033へ 問 市環境対策課環境
推進係・内線2244

立川よいと祭り〜民踊流しの一
般練習会
8月6日㈯に開催される
「第28回立川
よいと祭り」の民踊流しに参加しま
せんか。初めての方でもすぐに踊れ
るように民踊講師が丁寧に指導しま
す。直接会場へ 時 6月25日、7月9日、7

に利用されました 申 利用申込書〔きっ
ちんさかえ
（栄町32）、市環境対策課

官公署・その他

員会事務局〔生涯学習推進センター

時 7月16日㈯午後2時〜4時 場 たまし

（先着順）持 動きやすい服装、
うちわ、 事務室内〕☎
（528）6872
タオル 問 立川よいと祭り実行委員会
立川文化芸術のまちづくり事業
事務局
〔立川市地域文化振興財団内〕

んRISURUホール大ホール 定 900人

補助金・奨励金対象事業

☎
（526）1312

浸水への備えをお願いします

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してください。ま
た、東京アメッシュのホームページHP
http://tokyo-ame.jwa.or.jp/で降
雨情報を提供しています 問 都下水道

の皆さんにはご不便をおかけします
が、
ご理解をお願いします。休館中は、 局流域下水道本部☎（527）4828、市
砂川学習館に幸学習館仮事務所を設
下水道管理課・内線2200
置します問 幸学習館☎
（534）
3076

再使用できる「くるりん食器」を貸し
出しています。使い捨て食器を減らす
ため、地域のイベントなどでご利用く
ださい。平成27年度は、延べ41団体

ター制度もあります。
くわしくは、各地
域学習館、生涯学習推進センター（女

場 立川競輪場集合棟会議室 定 各60人

の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
と、雨水が下水道管に流れ込まず、浸
水の危険性が高まります。雨水ます

「くるりん食器」食器再使用シス
テムのご利用を

の取材・編集などを行うボランティア
組織「市民推進委員会」
で一緒に活動
する方を募集しています。
当日のお手
伝いなど、気軽に参加できるサポー

導課（市役所2階62番窓口）
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〕に必要事項を書いて、直
接、
または郵送で指導課指導係・内線
2488へ

月23日の土曜日、午後2時〜3時30分

場へ 時 6月2日㈭午前9時30分〜11

幸学習館は、空調工事のため6月1日
㈬〜8月31日㈬、休館します。利用者

たちかわ市民交流大学の講座の企
画・運営や情報誌「きらり・たちかわ」

第44回都民と消防のふれあい
コンサート

都下水道局では、雨期に向かう6月を
「浸水対策強化月間」
と定め、浸水へ

6月〜8月、幸学習館は休館し
ます

市民企画講座スタッフ

く。日数は応相談）、午前9時〜午後4
時の間で6時間以内▶勤務地=市内小
学校▶時給=1,020円（交通費は別途
▶募集人数=若干名（選考）
▶応
支給）
募方法＝6月30日㈭〔必着〕
までに、指

性総合センター1階）
で配布している
案内書をご覧になるか、
お問い合わせ
ください 問 市民交流大学市民推進委

立川地区人権擁護委員による特設人
権悩みごと相談を実施します。直接会
時30分 場 市役所1階多目的プラザ 問
生活安全課☎
（528）
4319

募集

「洪水ハザードマップ」
を配布し
ています
集中豪雨（梅雨）
や台風等で洪水が発
生しやすい6月1日〜10月31日の期
間を出水期といいます。普段から避難
場所を確認しておくなど水害に備え

ましょう。防災課（市役所2階55番窓
口）
では
「洪水ハザードマップ」
を配布
しています問 防災課・内線2531

（抽選）申 6月20日㈪〔必着〕までに、
往復はがきに代表者の住所・氏名・年
齢・電話番号と参加人数（2人まで）、

立川文化芸術のまちづくり協議会は、 返信用宛先を書いて東京消防庁音楽
隊「立川」係〔〒1020083千代田区
市民の皆さんの文化芸術活動を支援
麴町112〕☎03
（3221）
0119へ
する制度を設け、補助金・奨励金の交
付を希望する事業を募集します。7月
9日㈯に学識経験者等によるヒアリン

都立多摩社会教育会館は閉館
します

グを実施し、対象事業を決定します。
くわしくは同協議会事務局（たましん
都立多摩社会教育会館は、都立多摩
RISURUホール2階地域文化課内）
で
図書館の移転にあわせて、平成28年
配布する申込書〔市ホームページから
12月27日㈫で閉館します。今後の利
ダウンロードも可〕をご覧ください▶
用については下表の通りです。
対象となる事業=平成28年4月1日〜
平成29年3月31日に市民団体等が行
う自主的な文化芸術活動など▶補助
金・奨励金=1事業、経費の2分の1以
内で、上限50万円（補助金総額は予
算の範囲内）
▶応募方法=申込書に必
要資料を添付し、6月27日㈪〔必着〕
ま
でに、直接、または郵送で、同協議会
事務局
（〒1900022錦町3320地
域文化課内）
内線4501へ

問 都教育庁地域教育支援部管理課社

会教育施設担当☎03（5320）6852、
予約の申し込みは、多摩社会教育会
館受付☎
（524）7950
貸出施設

利用

・ホール（リハーサ 平成28年12月27日㈫
ル室、楽屋含む） まで
・研修室
平成28年７月31日㈰
・会議室
・ことばの音と広場 まで
・鑑賞室

夏休み期間中の小学校プール
補助指導員
▶対象=児童の水泳指導補助ができ
る健康な方〔事前に応急救護講習
（無
料）の受講が必要〕
▶期間=7月21日
㈭〜8月9日㈫と8月25日㈭〜31日㈬
の間で10日間程度（土曜・日曜日を除

スズメバチに
ご注意を

●5月28日〜31日
（宇都宮記念を場
外発売） ●6月2日〜4日
（FⅡ、別府
記念併売） ●6月5日
（別府記念を場
外販売）
開催案内・レース結果

0180（994）223 〜 5

コガタスズメバチの巣
トックリ型からボール型へ変化

ハチは春から夏にかけて巣を作
り始めます。ハチは益虫です。
生活に支障がない場合は駆除の
必要はありませんが、ハチの巣
が生活に支障を来す場合は駆除

初期の巣
（10cm程度）

成長した巣（50cm以上）

をご検討ください。市は、ハチ
の種類の確認、駆除方法のアド
37年ぶりに立川で大相撲巡業を開催します。迫力ある力士の闘いぶりを観戦
しませんか 時 8月4日㈭午前8時〜午後3時 場「ららぽーと立川立飛」横南西側
特設会場 費 14,000円（タマリ席）〜4,000円（イス席）。なお、車椅子席（付き
添いを含む2人分、8,000円）などもあります 定 3,500人 申 5月26日㈭午前10
時から、
ショッパーチケットサービス☎03（6300）5545〔午前10時〜午後5
時（日曜日を除く。ただし、5月29日は受け付けます）〕
または HP http://www.
（536）0021
shopper.jp/cへ 問 大相撲立川立飛場所実行委員会☎
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バイス、駆除業者の紹介を行っ

アシナガバチの 巣
傘状（形状に変化なし）

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
限りハチの巣駆除補助金制度が
利用できます。ご相談ください。
問 環境対策課環境指導係・内線

2248

初期の巣
（3cm程度）

成長した巣（30cm以上）

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

