
お知らせ

市営葬儀説明会

立川市斎場指定管理者の立川市シル
バー人材センターから市営葬儀につ
いての説明を聞きます。葬儀関連物
品類の展示・紹介も。直接会場へ時･
場▶4月8日㈯午前10時～11時30分
=たましんRISURUホールサブホール
▶4月16日㈰午前10時～11時30分=
市役所1階101会議室問立川市シル
バー人材センター☎（527）2204

生活や仕事などで困っている方
に～無料相談窓口

市は無料相談窓口「立川市くらし・し
ごとサポートセンター」を開設してい
ます▶対象=市内在住で、離職等によ
り生活に困っている方▶支援内容=
▷経済的な問題など、さまざまな相談
を聞き、自立への方策を一緒に考え
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
談支援を行います▷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、家賃相当額を支給します。

なお、支給には条件があります▶場所
=立川市社会福祉協議会（富士見町
2-36-47総合福祉センター内）▶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）問立川市くらし・しごとサポートセ
ンター☎（503）4308

トイレットペーパー「里がえ
り」は事業を終了します

平成3年度から市内で集めた白古紙
を原料に、リサイクルトイレットペー
パー「里がえり」の製造・販売を行っ
ていましたが、製紙会社が平成28年
12月末に操業を中止したことに伴い、
「里がえり」事業を終了します。「紙は
資源」という意識が浸透し、古紙回収
率は上昇しています。今後も引き続き
リサイクルを推進していきます問ご
み対策課･内線6751

国民年金～学生納付特例の手
続きをお忘れなく

学生納付特例制度は、大学・専修学校
などの学生で、収入が少なく国民年
金保険料の納付が困難なときに、本
人の所得が一定基準以下の場合、納
付義務が猶予される制度です。学生
納付特例制度は年度ごとに申請が必
要です。過去の申請がお済みでない
方は申請時点の2年1か月前までに手
続きができます。また平成29年度分
については4月に学生納付特例申請
書が届いた方はその書類を返送して
ください。届かない方は窓口での手続
きが必要です。手続きの際は、学生証、
年金手帳、印鑑をご持参ください問
保険年金課国民年金係・内線1394

4月13日㈭～15日㈯狂犬病
予防集合注射

平成29年度の狂犬病予防集合注射
を下表の日程で行います。生後90日
を経過した犬の飼い主は、狂犬病予
防注射を年1回接種させ、狂犬病予防
注射済票（済票）を着用させることが
義務付けられています。集合注射では、
注射と済票の交付が同時に受けられ
ます。市に登録が済んでいる犬の飼
い主の方に郵送するはがきを持って、
直接会場へ。なお、予防注射を動物病
院で済ませている場合は、会場で済
票を交付しますので、動物病院発行
の注射証明書をお持ちください（犬を
連れてくる必要はありません）。
費用は、注射料が1頭につき3,100円、
済票の交付手数料が1頭につき550
円です。集合注射に来られない場合、
委託している動物病院で注射を受け
るとその場で済票の交付を受けられ
ます。くわしくはお問い合わせくださ
い。
●新規登録（畜犬登録）　生後90日
を経過した犬は、市への登録が必要
です。未登録の場合は、各会場でも登
録手続きができます。登録手数料は、
1頭につき3,000円です。
問環境対策課･内線2244

空間放射線量の測定結果

市は、市民の皆さんが安心して生活で
きるよう、市内を8つのブロックに分
け、各ブロックにつき1か所を「定点」
として定期的に空間放射線量を測定
しています。平成28年2月3日～平成
29年1月6日の間に14回測定した結
果は0.03～0.07（1時間当たりマイク
ロシーベルト）の範囲でした。くわし
い測定方法や結果は、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・内線2248

猫の譲渡相談会

直接会場へ時4月5日㈬午後1時～3
時場市役所1階多目的プラザ問環境
対策課環境推進係・内線2244

●高次脳機能障害の会「スマイル立川」
定例会　突然の病気や事故で脳に損傷
を負い、記憶力の低下や失語症、性格が
変わったなどで悩んでいる当事者、家
族、支援者の会です。どなたも自由に参
加できます。直接会場へ時4月11日㈫午
後1時30分から場総合福祉センター2
階ボランティアルーム定15人（先着順）
問志村さん☎090（5797）9798
●電話相談員ボランティア養成講座　
認定NPO法人東京多摩いのちの電話
が主催。講義、グループ演習、ロールプレ
イほか対9月1日現在、23歳～65歳の方
時9月～平成31年3月場多摩地区の公
民館・市民会館ほか費71,000円（受講
料。分納）申7月14日㈮までに東京多摩
いのちの電話事務局☎042（328）4441
●第12回カラオケの集い　東京TAMA音
楽祭組織委員会が主催。カラオケの祭
典。プロ歌手・三条ひろみさんが出演。午
前中から見学された方には終演後、豪
華賞品が当たります。直接会場へ時4月
15日㈯午前9時30分開演（午前9時15
分開場）場たましんRISURUホール大
ホール問本村さん☎090（3136）0937
●マンション大規模修繕セミナー　マ
ンション大規模修繕協議会が主催。無
駄に大金が使われているマンションの
設備改修工事の実態と、費用削減につ
ながる建物調査や施工漏れの見落とし
を防ぐポイントを学びます時4月8日㈯
午後1時～4時場立川商工会議所（曙町
2-38-5）定50人（申込順）申松井さん
☎080（3085）2751

1・第3水曜日、午後1時30分～3時30分
場高松学習館月1,000円申白

しろ

岩
いわ

さん☎
090（7425）7744
●柏水泳　女性だけの水泳グループ
です。泳力に合わせた4クラスに分かれ
コーチのもと楽しく泳いでいます。水泳
で健康づくりをしませんか対女性時毎
週火曜日、午前11時～午後1時場泉・柴
崎市民体育館室内プール入2,000円月
2,500円定5人（申込順）申新井さん☎
090（8433）1162
●日本空手道遊天会　柔軟で健康な体
と心をつくり、何歳になっても稽古が始
められる、間口の広い武道としての空手
道を目指しています。初心者歓迎時毎週
土曜日、午後0時30分～3時場練成館月
2,000円申永富さん☎080（3001）5472
●あひるの会　主にハイキング、軽登山
をします。山登りが好きな方、大歓迎対
中高年の方時月2回の日曜日年2,000円
（ほかに団体保険料1,850円）申吉野さ
ん☎（535）4514
●砂川水墨画友の会　講師の浅見泰泉
さんに基礎から丁寧に教えてもらい、作
品を創っています。水墨画は難しいとお
考えの方も見学に来てください時毎月第
1・第3土曜日、午後1時から場砂川学習
館月1,500円申中野さん☎（537）2794
●ヨガ・ストレッチ友の会　無理のない動
きで、ヨガとストレッチを楽しむ、アット
ホームな会です。老若男女を問わず歓迎
時毎週金曜日、午前10時～11時30分
場幸学習館入500円月2,000円定若干名
（申込順）申石川さん☎（536）3750

会員募集
●あやめ会（三味線同好会）　おなじみ
の民謡を弾いたり歌ったりして一緒に
楽しみませんか。三味線の経験者も初心
者も歓迎時毎月第１・第３水曜日、午後
１時30分～４時30分場羽衣中央会館
月1,500円申大野さん☎（522）3088
●着付け教室「萌黄の会」　タンスにし
まったままの着物を着付けてみません
か。講師が基礎から指導します。夏まで
に浴衣を着られるようになりましょう対
女性時月２回の原則火曜日、午後２時～
４時場高松学習館月2,000円申伊藤さ
ん☎090（8462）4827
●朗読会「よむよむ」　元大河ドラマの
女優・大木実香さん指導。朗読は誰でも
できます。アナウンサー風、芝居風など。
ピアノをバックに発表の場もあります。
見学歓迎時月１回の月曜日、午前10時
～正午（曜日、時間応相談）場女性総合
センター月2,300円定10人（申込順）申
井上さん☎080（1209）2063
●さかえ木曜会　明るく楽しい先生の
指導のもと、60歳以上のメンバーが自
分たちのペースでリラックスして体操し
ています。見学歓迎時月３回の木曜日、
午前９時30分～11時場さかえ会館月
1,500円申原さん☎（527）3257
●リーベ　NHKのTV放送テキストを
使用した海外旅行に即役立つ英会話。
クイズやゲームなども取り入れ、安心で
楽しい昨今の英語ブームに対応した素
敵なクラスです対40歳～70歳代時第

まちのお知らせ
●第5回「絵手紙&マンガ大賞」作品募
集　みんなの展示場 絵手紙同好会が
主催。手紙文化の大切さを広げるため、
絵・マンガに言葉を添えた作品を募集
します。一般のはがきサイズでテーマは
自由。応募数制限なし。原画（コピー不
可）。宛名面に住所、氏名、電話番号を
書いて5月20日㈯〔必着〕までに、直接、
または郵送でみんなの展示場中村洋久
絵画館（〒190-0023柴崎町2-21-17）
へ。展示会は6月に開催費1点500円（参
加費）問同会・中村さん☎（524）4702
●市民のための体験型防災講座　立
川市災害ボランティアネットが主催。基
調講演、防災備蓄品の使用体験、要配
慮者対応などを体験的に学びます。くわ
しくは市防災課（市役所2階55番窓口）
と各地域学習館で配布するチラシをご
覧ください対市民の方時5月28日㈰、6
月11日㈰・25日㈰、7月9日㈰・22日㈯、
午後1時～5時（全5回）場女性総合セン
ター、総合福祉センターほか費2,000円
（受講料。学生は1,000円）定40人（申
込順）申4月3日㈪から、住所、氏名、電話
番号を書いてファクス、Eメールで矢野
さん☎080（5001）6219Fax050（3737）
6638 e tachi.saibou@gmail.com

この欄の情報の連絡・交渉は当事者間で。
市は関与しません。

官公署・その他

自衛官を募集

平成30年入隊の陸・海・空自衛官を
募集しています。くわしくはお問い合
わせください▶一般幹部候補生＝対
22歳以上26歳未満の方申５月５日
（金・祝）まで▶自衛隊採用説明会（全般
説明、種目別リクルーター懇談、受験
説明等）時４月22日㈯正午から場立
川地方合同庁舎３階（緑町４-２）問東
京地方協力本部立川出張所☎（524）
0538

狂犬病予防集合注射
午前10時～
11時30分

午後1時30分～
3時

４月
13日㈭

若葉けやきモー
ル１階

西砂学習館
駐車場

14日㈮ 子ども未来セン
ター１階テラス

諏訪神社
臨時駐車場

15日㈯ 子ども未来セン
ター１階テラス

市役所
北側広場

▶時間＝午前8時30分～午後5時
▶場所＝市役所1階
取扱業務は、転出入、国保、市税の
手続きなど。くわしくは市ホーム
ページをご覧ください
（右2次元コードから
アクセス可）。

臨時休日窓口を開設
3月26日日 4月2日日

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●3月25日～28日（松阪記念を場外
発売）　●3月29日～31日（ＦⅠ・関東
カップ）

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

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 年年会費 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
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