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（記載がないものは午前8時30分から

子ども・子育て
子育てについて、一緒にお話
ししませんか

4月2日㈪から育児支援ヘルパ
ーの電子申請を受け付けます

これまで育児支援ヘルパーの申請は、 平成30年度の狂犬病予防集合注射
郵送かファクスで受け付けていまし
を下表の日程で行います。生後90日

出産予定の方も大歓迎。出入り自由。 たが、4月2日㈪から、パソコン、携帯
いずれも直接会場へ。
電話、
スマートフォンから電子申請も
●双子・三つ子のママ・パパおしゃべ
できるようになりました（利用希望日
り会 多胎児の親にしか分からない
の1週間前までに申請）。
悩みを共有し、子育ての工夫や方法
を探してみませんか 時 毎月第1火曜日

●育児支援ヘルパー事業 産前・産
後の大変な時期にヘルパーを派遣し

（1月のみ第2火曜日）、午前10時〜
正午 場 子ども未来センター（7月・11

て育児や家事などを支援します
（子ど
も1人につき4回まで）対 市内在住の

月は西砂学習館）費 50円
（茶菓子代）

産前1か月〜産後1年未満の妊産婦

●ひとり親のママ・パパおしゃべり会
ひとり親の方や、
その関係者の自由
な語らいの場所です 時 毎月第3土曜
日、午後2時〜4時（11月は講座を実

（父親等も可）時 午前9時〜午後5時
（1回当たり2時間。土曜・日曜日、祝
日、年末年始を除く）費 500円（住民
税非課税世帯等は免除）申 申請書を

施予定）場 子ども未来センター 費 100

市ホームページからダウンロードし

円
（茶菓子代）

て、郵送、ファクス、または電子申請
で子ども家庭支援センター〔〒190‑
0022錦町3‑2‑26〕☎（528）6871 Fax

●お子さんの発達が気になる方のお
しゃべり会 「子どもとの関わり方が
分からない」
「他の子と違うかな」
など
の不安や悩みを一緒に話しませんか

（528）
6875へ

お知らせ

時 毎月第3火曜日、
午前10時〜正午
場 子ども未来センター 費 100円
（茶菓

子代）保 若干名（1歳〜学齢前）
問 子ども家庭支援センター☎
（528）

6871

出張・出前子育てひろば
「子育てひろば」は、以下の会場（下
表）
で「出張・出前子育てひろば」
を実
施しています。直接会場へ 対 0歳〜学
齢前の子どもと保護者 問 子育て推進
課子育てひろば担当・内線4090
西立川保育園（富士見町11816）
毎週水曜日（４月４日、年末年始を除
く）、 午 前10時 〜 11時45分
（午 前11時
受付終了）

4月19日㈭〜 21日㈯狂犬病
予防集合注射

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29年2月1日〜平成30
年3月7日に6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く
ださい 問 環境対策課・内線2248

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、
その犬に狂
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お送りするはが
きを持って、
直接会場へ。
また、平成30年度の予防注射を動物
病院で済ませている場合は、会場で
済票を交付できますので、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）。

1頭につき3,000円です。
問 環境対策課・内線2243
狂犬病予防集合注射
午前10時〜
11時30分

若葉けやきモール
１階
４月
19日㈭ 午後１時30分
西砂学習館駐車場
〜３時
午前10時〜
10時45分
20日㈮

富士見第二公園

午前11時15分 諏訪の森広場
〜11時45分 （柴崎学習館跡地）

4月〜7月、女性総合センターと中央

子ども未来セン
ター１階テラス

毎週金曜日（年末年始を除く）、午前10
時〜正午

図書館に設置しているエレベーター
2台の更新工事を予定しています。期
間中のエレベーター利用は1台となり、
ご利用いただく皆様にご不便をおか
けいたします。
また、10月31日㈬まで、

21日㈯

午前10時〜
11時30分

工事に伴う資材置き場を1階に設置
します。
ご理解とご協力をお願いしま
（528）6800
す問 中央図書館☎

八ヶ岳山荘の夏季の往復はがきによ
る抽選対象期間を、市内小・中学校
の夏休みを考慮して、
これまでの8月

入 学 進 級 お め で とう
をご覧ください。
時 4月1日

㈰午後2時から 場・問 上砂児童館☎
時 4月9日㈪〜

午後１時30分
市役所北側広場
〜３時

対 小学生以上 時 4月16日㈪〜20日

●ワクワク☆スマイルにしすなあそ

児童館☎
（525）
9020

午後2時30分〜4時 場・問 西砂児童

真を募集します。大賞受賞者には、賞
状と賞金５万円を贈呈。写真展や入賞

衣児童館☎
（526）
2336

館☎
（531）0433
●入学、進学おめでとう会

時 4月

18日㈬午後3時〜4時 場・問 幸児童
対 小学1年

館☎
（537）0358

生 時 4月12日㈭午後2時〜3時 場・問

●あつまれ小学1年生

高松児童館☎
（528）
2925

生 時 4月18日㈬午後3時から 場・問 上

●おいで！新一年生

砂児童館☎
（535）1557

対 小学1年生の

平成30年
（2018年）
3月25日

市」
「 武蔵村山市」のホームページと
各窓口でご覧になれます 問 小平・村
山・大和衛生組合☎042
（341）4345

ちょこっと共済受付中
東京都市町村民 交通災害共済
交通事故にあった
とき、見舞金が支
給されるよ！

問 生活安全課生活安全係
☎（528）4376

●3月29日〜31日〔立川FⅠ〕●4月4
日〜6日
〔宇都宮FⅠを場外発売〕
開催案内・レース結果

0180（994）223〜5

ファーレ立川アート写真コンテスト
ファーレ立川アートを題材にした写

●あつまれ！新1年生！

結果をまとめました。基本計画とパ
ブリックコメントの結果は、
「小平・村
山・大和衛生組合」
「 小平市」
「 東大和

円ほか▶応募先＝多摩都市モノレール
（株）
「写真コンクール」係〔〒190‑
0015泉町1078‑92〕問 同係☎
（526）
7800

対 小学生以上 時 4月18日㈬

時 4月11日㈬午後3時〜4時 場・問 羽

前9時30分〜午後5時30分 場 独立行
政法人都市再生機構事業推進部（新

多摩都市モノレール
（株）主催、
モノレール沿線５市が後援。
くわしくは
各駅設置のポスター、
チラシ、
「多摩モノレール」
のホームページをご覧く
ださい▶応募締切＝５月31日㈭〔消印有効〕
▶表彰▷最優秀賞１人＝５万

び隊！

対 小学生以上

を行います 時 4月2日㈪〜15日㈰、午

八ヶ岳山荘夏季利用の抽選対
象期間を拡大します

19日㈭、
午後2時〜5時 場・問 富士見
●みんピか☆まつり

7

●入学・進学おめでとうウイーク
（525）6684
㈮ 場・問 錦児童館☎

（535）
1557
●児童館探検ラリー

子どもと保護者 時 4月14日㈯午後3時
〜4時 場・問 若葉児童館☎
（536）
1400

● 児 童 館 にお い でよ

立川基地跡地昭島地区土地区画整理
事業の第3回変更事業計画案の縦覧

多摩モノレール写真コンクール

遊びにおいでよ 児 童 館
このほかの催しは、
市ホームページ

立川基地跡地昭島地区土地区
画整理事業の第3回変更事業
計画案の縦覧

ちょこ助

曙福祉会館（曙町34417）

毎週金曜日（年末年始を除く）、午前９
時30分〜正午、午後１時〜３時30分

官公署・その他

小平・村山・大和衛生組合が

立川競輪場前庭

一番町北住宅（一番町4623）

八ヶ岳山荘☎0551
（48）2309

円です。集合注射に来られない場合
「
（仮）新ごみ焼却施設整備基
でも、委託動物病院で注射を受けると
本計画」を策定
その場で済票の交付を受けられます。
小平・村山・大和衛生組合は、小平市
くわしくはお問い合わせください。
中島町にある（仮称）新ごみ焼却施
●新規登録（畜犬登録） 生後90日
設の整備に関する基本計画を策定し
を経過した犬は、市への登録が必要
ました。また、先に実施した基本計画
です。未登録の場合は、各会場で登録
手続きをお願いします。登録手数料は、 （案）に対するパブリックコメントの

午後２時〜
３時

毎週月曜日（年末年始を除く）、午前10
時〜正午

しくは「広報たちかわ」4月25日号と
市ホームページでお知らせします 問

宿区西新宿6‑5‑1新宿アイランドタ
ワー13階）問 同部立川基地跡地昭島
0417
費用は、注射料が1頭につき3,100円、 地区担当☎03（5323）
済票の交付手数料が1頭につき550

女性総合センターと中央図書
館のエレベーター更新工事

中里公会堂（西砂町51113）

1日〜8月下旬を7月20日㈮〜8月25
日㈯に拡大します。申込方法などくわ

対 小学1年

作品を使用したカレンダー製作も予
ま
定▶応募方法＝６月29日㈮〔必着〕
でに、募集要項（市内公共施設等で配
布。市ホームページからダウンロード
平成29年度大賞「初雪」
（小山幸雄さん）
可）をご覧の上、応募してください 問
ファーレ立川アート管理委員会事務局
（市地域文化課）
内線4501

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

