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シニア

お知らせ

やさしい太極拳

無料法律相談会

対 60歳以上の市民の方 時 6月20日・

27日、7月4日・11日の水曜日、午後1

生活の困りごとの相談に弁護士が応
じます。弁護士会、法テラスと共催 時

時30分〜3時30分（全4回）場 柴崎福
祉会館 師 太極拳指導員・上條喜久子
さん 定 25人（申込順）申 5月25日㈮か

6月12日㈫午後1時〜4時（1人30分
程度）場 総合福祉センター 定 6人（申
込順）申 立川市くらし・しごとサポー

ら柴崎福祉会館☎
（523）
4012へ

トセンター☎
（503）4308へ

介護予防教室「フレイルって何？」
介護や病気の引き金となるフレイル
（虚弱）について学び、栄養面から予
防しましょう対 65歳以上の市民の方
時 6月15日㈮午後2時〜3時30分 場

子ども未来センター 師 管理栄養士・
田中恵美子さん 定 30人
（申込順）申 南
部東はごろも地域包括支援センター☎
（523）
5612へ

多摩川一斉清掃

〔午前10時〜午後4時〕、市ごみ対策
課☎
（531）5517

経済産業省は、工業関係のさまざま
な計画や施策の基礎資料となる工業

認知症の方やその家族など、どなた
でも参加できます。懐かしい歌を歌い、 統計調査を実施します。5月〜7月に
調査員が該当する事業所に訪問しま
楽しい時間を過ごしましょう。直接会
時
す。
ご協力をお願いします 問 市総務課
場へ 毎月1日、午後2時〜3時30分
（土曜・日曜日、祝日の場合は休み） 統計係・内線2792
場 caféはぁもにぃ♪
（市役所1階）費

100円（飲み物代）問 北部中さいわい
地域包括支援センター☎
（538）
2339

生涯学習市民リーダー登録の
更新
生涯学習指導協力者（生涯学習市民
リーダー）登録制度の登録期間が、6

早朝テニス講習会
硬式テニスを通して仲間づくりをし
ませんか。未経験者、初心者の方も歓
迎。
くわしくは、
「 立川市社会福祉協
議会」
のホームページをご覧ください
対 60歳以上の市内在住・在勤の方 時
7月〜平成31年3月の毎週水曜日、午
前6時30分から2時間程度 場 錦町庭

月30日㈯で終了します。現在登録中
の方には、新しい登録票を郵送しま
すので、更新の手続きをお願いしま

清掃工場周辺の
ダイオキシン類調査

涯学習情報コーナー☎
（528）6803

環境基準を満たしています

市は、東京都の測定日にあわせ、平成29年度の５月、８月、11月、
２月に、市清掃工場周辺の大気中のダイオキシン類調査を実施しました。
その結果、いずれの測定地点でもダイオキシン類対策特別措置法に基づ
く環境基準〔１m3中0.6pg（ピコグラム）以下〕を満たしています（下表）。
問 清掃事務所☎
（536）
2921

ダイオキシン類調査結果

立川市
小 平・村 山・
大和衛生組合

単位：pg-TEQ/㎥
平成29年度
調査地点
５月測 ８月測 11月測 ２月測 年平均 基準値
定値 定値 定値 定値
値
若葉小学校
0.0075 0.011 0.022 0.015 0.014
けやき台小学校
0.0049 0.012 0.025 0.011 0.013
立川第四中学校
0.0089 0.012 0.025 0.013※ 0.015
若葉児童館
0.014 0.012 0.021 0.011 0.015
４地点平均
0.0088 0.012 0.023 0.013 0.014 0.6以下
東大和市立第二小学校
0.021
0.011 0.016
小平市上水新町地域センター
0.0071
0.0093 0.0082
小平市中島地域センター
0.011
0.0080 0.0095
３地点平均
0.013
0.0094 0.011

※立川第四中学校での２月測定は工事のため、幸小学校で行いました。
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平成30年
（2018年）
5月25日

的な文化芸術活動など▶補助金・奨
励金＝1事業当たり上限50万円（予
算の範囲内で給付）
▶応募方法＝申
込書に必要資料を添付し、6月22日㈮
〔必着〕までに、直接、または郵送で
同協議会事務局（〒190‑0022錦町
3‑3‑20たましんRISURUホール2階

情で、学習環境
などに困ってい
る子どもの学習

地域文化課内）
内線4501へ

教室を開設して
います。落ち着いて学習をする習慣を
身に付けられるよう、
まずはご相談く

▷市内４か所▷週１回、午後６時15
分〜８時 問 NPO法人育て上げネット
☎
（527）6051

ファミリー・サポート・セン
ターアドバイザー（嘱託職員）
くわしくは市ホームページ、
または人事
課
（市役所２階52番窓口）
、
子ども家庭
支援センター
（子ども未来センター１
階）
で配布する募集案内をご覧くださ
い▶業務＝会員
（子育ての依頼・援助）
の登録管理や援助活動の調整・指導
（週により土曜日勤務
等▶勤務＝週５日
あり）
▶勤務地＝子ども未来センター▶
応募資格＝保育士、
幼稚園教諭、
小学
校教諭、
看護師のいずれかの資格を有

募集
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18歳以上の健康な方（事前に応急
救護講習の受講が必要）▶期間＝7
月23日㈪〜8月7日㈫の間で10日間
程度（土曜・日曜日を除く。日数は応
相談）
▶時間＝午前9時〜午後4時の
間で6時間以内▶時給＝1,090円（交
通費は別途支給）
▶募集人数＝若干

する方で、
その資格での実務経験が7
年以上あり、
ワード、
エクセル等の操作
ができる方▶募集人数＝１人
（選考）
▶
報酬＝月額237,100円 問 子ども家庭
支援センター☎
（528）6871

官公署・その他
普通救命講習
心肺蘇生法や
AED、異物除

去 、止 血 法な
名（選考）申 6月29日㈮〔必着〕
までに、 どを学びます

指導課（市役所2階62番窓口）
で配布

す。登録票は6月22日㈮までに、直接、 する申込書（市ホームページからダウ
または郵送で生涯学習情報コーナー
ンロードも可）
を、直接、
または郵送で
〔〒190‑0012曙町2‑36‑2女性総
指導課指導係・内線2487へ
合センター1階〕
へ。
この制度はさまざ
立川文化芸術のまちづくり事
まな分野で知識や技能を持っている
業補助金・奨励金対象事業
方に「生涯学習市民リーダー」
として
立川文化芸術のまちづくり協議会が
ご登録いただき、学習グループや地

球場 費 月額800円 定 40人（抽選）申 6
月15日㈮〔消印有効〕までに、往復は
がきに、
「テニス講習会参加希望」、住
所、氏名（ふりがな）、性別、生年月日、 域のイベントなどを計画する団体に
電話番号、テニス歴、
ラケットの貸出
紹介する制度です。新たな市民リー
希望の有無、返信用宛先を書いて、立
ダーの登録もお待ちしていますので、
川市社会福祉協議会地域活動推進課
興味のある方はご連絡ください 問 生
地域づくり係〔〒190‑0013富士見町
2‑36‑47〕
☎
（540）
0200へ

市内在住でさま
ざまな家庭の事

ださい。また、学習教室の講師（ボラ
クリーン多摩川実行委員会が主催。 ンティア）
も募集しています▶相談＝
河川敷等を一斉清掃します。直接会
▷NPO法人育て上げネット
（高松町
場へ 時 6月3日㈰午前7時から（小雨
2‑9‑22生活館ビル３階）
▷午前９時
決行）場 立川公園野球場付近 問 東京
〜午後６時（日曜日、祝日、年末年始
▶学習教室＝▷対象は中学生
を除く）
立川ライオンズクラブ☎（524）0954

工業統計調査にご協力を

にんカフェ in はぁもにぃ♪

子どもの無料学習教室と学習
相談

交付する補助金・奨励金を活用する
事業を募集します。
くわしくは、同協
議会事務局で配布する申込書または
市ホームページをご覧ください▶対
象事業＝平成30年4月1日〜平成31
年3月31日に市民団体等が行う自主

スズメバチに
ご注意を
ハチは春から夏にかけて巣
を作り始めます。ハチは益虫
なので、生活に支障がない場
合は駆除の必要はありません
が、生活に支障を来す場合は
駆除を検討してください。市
は、ハチの種類の確認、駆除
方法のアドバイス、駆除業者
の紹介を行っています。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

時 7月6日㈮

午前9時〜正午 場 立川消防署（泉町
1156‑1）費 1,400円（テキスト代）定
20人
（申込順）申 立川消防署救急係☎
（526）0119へ

●5月26日〜27日〔全プロ（青森）を
場外発売〕
●5月28日〜30日
〔宇都宮
FⅠを場外発売〕●6月7日〜10日〔G
Ⅲ・国際自転車トラック競技支援（取
手）
を場外発売〕
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

初期の巣
（10cm程度）
成長した巣（50cm以上）

アシナガバチの 巣
傘状（形状に変化なし）

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

