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お知らせ
消防出初式

お正月の野菜は立川産で〜み
のーれ立川をご利用ください
みのーれ立川では、
白菜や大根、八つ
頭など、立川産の新鮮な正月用野菜
を格安で販売します▶歳末大売り出
し＝12月28日㈮〜30日㈰▶年末営
業＝12月30日㈰まで▶新年営業＝1
月5日㈯から、
いずれも午前10時〜午

市消防団や市民消火隊、立川消防少
年団、市役所自衛消防隊などが一堂
に会し、一斉放水などの消防演技を
行うほか、立川市吹奏楽団が演奏を
行います。煙体験、消火体験などの防
災体験もできます。直接会場へ 時 1月
13日㈰午前10時30分〜正午 場 国営

後5時 問ファーマーズセンターみのー
れ立川☎（538）7227、市産業観光課
農業振興係・内線2650

幸福祉会館と曙福祉会館のエ
レベーターを改修します

昭和記念公園みどりの文化ゾーンゆ

改 修 工 事 のため 、次 の 期 間 はエレ
ベーターが利用できません。なお、工

めひろば（荒天時は立川防災館3階
体育室で式典のみ）問 防災課・内線
2531

事の状況により期間が前後すること
があります▶幸福祉会館＝1月21日
㈪〜3月31日㈰▶曙福祉会館＝1月
10日㈭〜3月8日㈮ 問 福祉総務課生

就職面接会

きがいづくり係〔柴崎福祉会館内〕☎

参加企業は立川市、昭島市などの企
業25社程度。求人の内容は「ハロー
ワーク立川」
のホームページでお知ら
せします。直接会場へ 時 1月30日㈬午
後1時30分〜3時30分（受付時間は
午後1時〜3時）場 都立多摩職業能力
開発センター（昭島市東町3‑6‑33）
持 履歴書
（写真貼付）、ハローワーク

紹介状（お持ちの方）問 ハローワーク
立川☎（525）8615、市産業観光課商
工振興係・内線2645

（523）4012

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

まんがぱーく
は最新巻を含

西武立川駅内展示スペース
（掲
示板）をご利用ください

2,000冊の絵
本を所蔵する
大人から子ど

市は、地域福祉を推進するための作
品展示等を行う展示スペースを西武

もまで楽しめる施設です。施設内のカ
フェでは飲み物や軽食も販売してい
ます。なお、次回のまんがぱーく大市

拝島線西武立川駅内の階段横の壁面
（南北それぞれ）に設置しています。
市内で地域福祉に関する活動を行う

は3月3日㈰の予定です。
その他、
さま
ざまなイベントを行います。
くわしく
は、
「立川まんがぱーく」
のホームペー
ジをご覧ください 問 子ども未来セン
ター☎
（529）8682

５人以上の団体は、
作品の展示や、
ポ
スターなどの掲示ができます。
使用に
は申請書
（市ホームページからダウン

離職による国民年金保険料の
特例免除制度

請して承認を受けると免除される制
度があります。
これは通常であれば審
査対象となる本人の所得を除外して

日㈮〜30日㈰、午後8時〜11時 問 防

審査を行うため、国民年金保険料の
納付が免除されるものです。ただし、
配偶者、世帯主に一定以上の所得が

分です。年金手帳、印鑑、申請期間に
有効な失業していることを確認でき

●雪を排水溝の上部に捨てないでく
ださい。排水溝が雪でふさがってい
ると、溶けた水が流れません。

たちかわ競輪

立川駅北口デッキ 避難用スロープがあります
地震などで停電し、サンサンロード南側のエレベーターが使用できなく
なったとき、隣にあるスロープの扉が開きます。車椅子利用者など、階段
を降りることができない方は避難用スロープをご利用ください。
問 道路課・内線2397
立
川
通り

サンサンロード

パレス
ホテル

曙町二丁目

髙島屋
S.C.

ル
レー
多摩モノ

JR青梅線

平成30年
（2018年）
12月25日

北口
大通
り

立川北駅

伊勢丹

シネマ
シティ 曙橋

緑川通り

災課・内線2531

●12月25日〜27日〔松戸FⅠガール
ズを場外発売〕●12月28日〜30日
〔立川FⅡガールズ、静岡GPを併売〕
●1月4日〜7日
〔GⅢ・開設67周年記
念鳳凰賞典レース〕●1月8日〜10日
〔宇都宮FⅠガールズを場外発売〕
0180（994）223〜5

開催案内・レース結果

1月4日㈮〜7日㈪

開設67周年記念鳳凰賞典レース（GⅢ）

場内イベント&ファンサービス
1月4日㈮〜7日㈪は、
「開設67周年記念鳳凰賞典レース
（GⅢ）」
を
開催します。
国内のトップ選手が集まり白熱したレースを繰り広げる
ほか、
家族連れの方を対象としたイベントなども盛りだくさんです。
く
わしくは
「たちかわ競輪」
のホームページをご覧ください 問 立川競輪
場☎
（524）
1121

入場者先着
プレゼント
問 道路課維持係・内線2401

歳末特別警戒
市消防団が市内を消防車で巡回し火
災予防の啓発を行います 時 12月28

立川市斎場（羽衣町3‑20‑23）問 立川
市斎場☎
（524）1998

が滑りやすいので、
自身の安全に注意を払い、
通行する人や車にも十分配慮
してください。

ロード可）
の提出が必要です。
くわしく
は市ホームページをご覧ください 問 福
祉総務課地域福祉推進係・内線1492

離職（退職や失業）
が理由で国民年金
保険料の納付が困難な場合には、申

あるときは免除が認められない場合
があります。現在受付中の期間は、申
請時点の2年1か月前〜平成31年6月

降雪時に、市ですべての道路を一斉に除雪することは難しいため、
自宅前
や店舗の前などの雪かきにご協力をお願いします。
なお、雪かきの際は足元

11

保険年金課国民年金係・内線1394

む約40,000冊
のまんがと、
約

いて説明を聞きます。直接会場へ。な
お、電話による相談も随時受け付けて
います 時 1月26日㈯、2月24日㈰、3月
31日㈰、
いずれも午前10時〜11時 場

道路の雪かきにご協力ください

●雪は道路の脇に寄せ、車道に捨て
ないでください。自動車の通行の妨
げやスリップの原因になります。

る公的機関の証書の写し（雇用保険
被保険者離職票、受給資格者証など）
を持参の上、手続きをしてください 問

まんがぱーくに行こう

ケータリング
カフェ

抽 選 会

お菓子、
ホットドリンク、 富士宮焼きそば、牛タ 豪華家電や鳳凰賞典
カイロなど
ン串、
もちもちポテト、 レースオリジナルグッ
たこ焼きなど
ズ等が当たる

おもてなしブース
競輪選手たちがコー
ヒーとドーナツを販売

スピーチーズ
ライブ
（6日）

ふれあい動物園
（6日）

トークショー

ポニーの乗馬体験や
小動物とふれあえる

フロム中武

ビックカメラ
歩行者デッキ

立川吉幸さん
（4日）

玉袋筋太郎さん
（5日）

矢後太規さん
（6日）

北口
立川駅

会場へのアクセス ▶徒歩＝JR立川駅から約15分▶無料バス
（開催中）
＝JR立
JR中央線

川駅北口から約5分、
玉川上水駅から約10分

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

