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市政・くらしの情報
情報収集ツールをご紹介
市は、より多くの方に必要な情報が行き届くよう、
「広報たちかわ」以外にもさまざまな方法で情報を
発信しています。今号では皆さんの情報収集に使え
るツールや窓口をご紹介します。

市政情報コーナー
市政情報コーナー（市役所３階）で
は、市が発行する計画書や報告書な
どの行政資料、地域資料、市議会の
議事録等の閲覧やパンフレット類の
提供を行っています。インターネッ
トによる情報検索やコピー機（有料）
で資料をコピーすることができます。

あなたの
「知りたい」
を見つけよう

また、情報公開制度、個人情報開示
制度に関する相談・受付・案内も行
っています▶利用時間＝月曜〜金曜
日（祝日、年末年始を除く）、午前８

市ホームページ

約7,800点もの
00点もの

時30分〜午後５時

資料を閲覧することが

問 文書法政課情報公開係・内線3305

できます

パソコンやスマートフォンなどから、ごみの出し方や子育て情報、催
しやイベント、各種手続きなど、暮らしの情報を気軽に入手できます。
問 広報課・内線2745

おすすめコンテンツ
画面右上をク
リックすると、講
座や催しなどを
紹介するページ
を 見られます。

立川市
動画チャンネル

まちの話題や市の取り組みなど
を動画で配信しています。

そのほかの
情報収集ツール

中央図書館・地域行政資料コーナー
地域行政資料コーナー（中央図書館
２階）では、市や都、多摩地域の歴史、
民俗から行政、教育などのさまざまな
分野の資料があります。なかでも周辺
地域のお店や山歩きなどのガイドブッ
クを集めたコーナーが人気です▶中央
図書館開館時間▷火曜〜金曜日＝午前
10時〜午後８時▷土曜・日曜日、祝
日＝午前10時〜午後５時▶休館日＝

資料をお探しの

月曜日、第３木曜日、海の日、年末年

際はお気軽に

始（月曜日、第３木曜日が祝日の場合

ご相談ください♪

は開館し、翌平日が休館）
図書館のたまちゃん

問 図書館調査資料係・内線4831

●公式ツイッター 市のいち押しイベント情報
や災害・気象情報をタイムリーに配信していま
す 問 広報課・内線2745

●見守りメール 子どもの安全・安心に関する情報、不審
者などの防犯情報、災害時の情報などを配信しています 問
生活安全課・内線2546

●メールマガジン 月２回、市の注目情報や講
座・催しなどの情報をピックアップして配信し
ています 問 広報課・内線2745

●防災情報サービス J：COMの専用端末で家の中でも防災
行政無線と同じ内容の放送と緊急地震速報を聞くことがで
きます。なお、専用端末の利用と設置工事に費用がかかり
ます 問 市防災課・内線2535、J：COM多摩☎0120（914）000

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。

まちのお知らせ
●水墨画体験教室 高松水墨画友の
会が主催。水墨画の基本と三墨法（濃
中淡）を学習しながら作品を描き上げ
ます。初心者大歓迎 対 中学生〜80歳の
方 時 4月13日・27日の金曜日、午後1時
30分〜3時30分（全2回）場 高松学習館
定 10人
（申込順）申 宮野さん☎（523）
1395
●第6回「絵手紙大賞」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、絵に言
葉を添えた作品を募集します。
テーマは
「贈り物」。はがきサイズの原画（コピー
不可）で、応募数制限なし。宛名面に住
所、
氏名、
電話番号を書いて、
5月19日㈯
〔必着〕までに、直接、または郵送でみ
んなの展示場絵手紙同好会〔〒190‑
0023柴崎町2‑21‑17〕
へ。展示会は6月
費
（参加費）問 同会・中
に開催 1点500円
村さん☎
（524）
4702

●第28回立川空襲を語り歌いつぐつど
●第21回東京TAMA音楽祭2018ダン
い コーラス鳩のうたが主催。73年前
スフェスティバル 東京TAMA音楽祭
の空襲の体験を語り継ぎ、富士見町に
2018ダンスフェスティバル実行委員
あった山中坂防空壕の悲劇を伝える合
会が主催。
キッズ、
シニア、
ハンディがあ
唱曲「山中坂エレジー」を歌います。直
る方々のダンスイベントです。あらゆる
接会場へ 対 小学生以上の市民の方 時 4
ジャンルのダンスで感動ときらめく生命
月1日㈰午後2時〜4時 場 高松学習館 費
のパフォーマンスをお見せします。直接
時
500円（資料代）定 80人（先着順）問 永
会場へ 4月15日㈰午前11時30分か
ら 場 たましんRISURUホール大ホール
元さん☎
（536）2038
問 大井さん☎090
（2155）
7585
会員募集
●ダンスパーティー 来夢来人が主催。
飲み物付きで、
ミニレッスン、
ミキシング
●ヴァイオリンサークル ヴァイオリン
があります。講師もフリーダンスに参加
を通して音楽を楽しみたい人のサーク
します。一人でもお気軽に。当日出品も
ルです。基本の練習曲以外に、親しみや
できるダンス用品リサイクル会も開催し
すい曲も楽しんでいます。初めての方も
ます。直接会場へ 時 4月14日㈯午後1時
気軽に始めませんか 時 毎月第2・第4月
30分〜4時30分 場 柴崎学習館ホール 費
1,000円（飲み物代ほか）問 古本さん☎
曜日、午後1時30分〜5時 場 さかえ会館
月 2,000円 定 10人
090（4451）
1661
（申込順）申 野口さん
●押し花展 押し花サークル「四季」が
☎
（535）4086
はな
主催。四季折々の植物を使ったアレンジ
●気功体操・太極拳 櫻いかだ会 ゆっ
メントや、風景画など、さまざまな作品
くりとした動きと呼吸で心と体をリラッ
を展示します。
しおり作りの無料体験会
クスさせ、気血の流れを良くし、心身を
も開催します。直接会場へ 時 4月17日㈫
整えます。無理なく自分の体調にあわせ
て行えます 時 毎月第1・第2・第3金曜日、
〜22日㈰、午前10時〜午後5時（19日
午前10時〜正午 場 柏町団地集会所（柏
㈭を除く。最終日は午後3時まで）場 女
問
性総合センター1階ギャラリー 山﨑さ
町4丁目）入 1,200円 月 1,500円 定 10人
（535）1706
ん☎090（4930）
6928
（申込順）申 森さん☎

●あひるの会 主にハイキングと軽登
山をしています。山登りの好きな方大
歓迎です 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
●ドリーム・ダンシング・クラブ 健康
で居心地がよいサークルです。一人で
参加しても楽しく踊れます。無料体験（1
か月）あり。初心者歓迎 時 毎週火曜日、
午前9時30分〜11時30分 場 柴崎福祉
会館 入 1,000円 月 2,000円 定 50人（申
込順）申 丸藤さん☎090
（1541）
6785
●立川市幸町剣道部 対 小学生〜社
会人 時 ▷毎週土曜日、午後2時〜5時▷
毎週日曜日、午後1時〜5時 場 八小体育
館 入 1,500円 月 2,000円 申 中村さん☎
（536）4099
●大空ハイキングクラブ 都内や近郊
の山々をのんびり楽しくハイキングして
います。中級者、初心者向きです。お試
しハイキングあり時 月3〜4回、主に休日
月 500円
（ほかに交通費実費）申 宮﨑さ
ん☎080（3025）
1933
●スワパールロゼ会 シニアのフラダ
ンスサークルです。初心者大歓迎。見学
可 時 毎週火曜日、午後6時30分〜8時 場
柴崎学習館 月 4,000円 定 5人（申込順）
しゅ どう
申 首藤さん☎
（529）
1322
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