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お知らせ

市民防災組織を結成しませんか
市民防災組織とは、災害時に地域の
皆さんが協力して初期消火や被災者

消防出初式

くるりんの缶バッジとマスク
の販売を開始しました

の救出、救護などの活動を行うための、
地域が主体の組織です。大きな災害
が起きたとき、地域の皆さんの率先し

給、補助金や防災士資格取得費など
の助成制度もあります 問 防災課・内
線2531

や市民消火隊、市役所自衛消防隊な
防犯パトロール用品を貸し出
どが一堂に会します。一斉放水などの
します
消防演技、市吹奏楽団の演奏のほか、
市は、市内で
防災の展示もします。直接会場へ 時 1
月10日㈰午前10時30分〜正午 場 国
防犯活動を
営昭和記念公園みどりの文化ゾーン
行う市 内 在
ゆめひろば〔荒天時は立川防災館（泉
住・在勤の方
町1156-1）で式典のみ行います〕問
で 構 成され
防災課・内線2531
る5人以上の
グ ル ープ に 、
2週間を限度

市消防団員を募集
消防団は、五日市街道を中心に第一
分団〜第十分団で組織し、災害から
皆さんを守るために市内で活動して
います。募集内容など、
くわしくはお
問い合わせください 問 防災課・内線
2531

に「防犯パトロール用品」を貸し出し
ています。年末年始の地域パトロール
等にご活用ください。品目は、腕章、
ベ
スト、誘導灯、拡声器、懐中電灯、防犯
ブザーです 問 生活安全課生活安全
係・内線2546

感染症予防にご協力を

イベント等に参加する際は

人の集まると
ころではマス
クを着用しま
しょう。

手洗いや
手指の消毒

適切な距離
の確保

適 宜 、手 洗い
や消毒液のご
利用を。

ソーシャルデ
ィスタンスを
確保しましょ
う。

たちかわ競輪

事前の検温
発熱がある場
合や体調がす
ぐれない場合
は参加をお控
えください。

開設69周年記念鳳凰賞典レース（GⅢ）

問 ファーマーズセンターみのーれ立

くるりんのイラストを使った「くるり
んラベルシリーズ」に缶バッジとマス
クが加わりました▶価格（税込）
▷缶
バッジ（4個）
＝880円▷マスク
（1枚）
＝1,100円▶販売場所＝立川市・大

力向上等を目的に、家庭用蓄電池の
設置にかかる費用の一部を補助しま
す▶対象機器＝家庭用蓄電池▷都内

落ち葉や庭木の枝などを廃棄物とし
て野外で焼却することは、都の条例な
どで禁止されています。落ち葉は透明
または半透明の袋に入れて
「燃やせる
ごみの日」に、せん定枝は直径15cm
までの枝を長さ50cmまでの束にし
て1回5束を限度に
「せん定枝の日」
に
出してください。なお、せん定枝は総
合リサイクルセンターに直接持ち込
むこともできます 問 環境対策課・内線
2248、
ごみの出し方はごみ対策課☎

年末年始の食卓には立川産農
畜産物をご利用ください
白菜や大根、八つ
頭など、
市内で採れ
た新鮮な農畜産物
を販売します。
●歳末大売り出し
12月28日㈪〜

リモート出演

選手

の住宅に新規に設置する機器（未使
用品）▷太陽光発電システムと同時
導入または設置済み▷家庭の太陽光
発電の電力データ等を提供可能▶補
助率＝機器費の2分の1▶対象者＝対
象機器の所有者（国・地方公共団体等
の公的な団体は除く）
▶要件＝▷交付

決定後に契約を締結する▷令和3年
9月30日までに対象機器等を設置す

る▶補助上限額＝蓄電容量1kWh当
たり10万円（上限60万円、蓄電容量
1kWh当たりの価格が20万円以下の
機器であること）
▶申請期間＝3月31

日まで
〔予算額（約7,000件相当）
に達
し次第終了〕

地域エネルギー課☎03（5388）3533
▷申請について＝クール・ネット東京
☎03（6279）4615

1月4日㈪
〜7日㈭

立川市動画チャンネル

「たちかわ競輪」を紹介
する PR 動画を公開しま
した。
ぜひご覧ください。

問 広報課・内線2744

ほかにもお楽しみがいっぱい

7日

5〜7日
地元選手

U字工事

11

家庭用蓄電池設置費の一部を
補助

申請方法等くわしくは、
「クール・ネッ
ト東京」のホームページをご覧くださ
い 問 ▷制度について＝東京都環境局

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立川駅北口から約5分、
玉川上水駅から約10分

佐藤慎太郎

官公署・その他

落ち葉・枝などの野外焼却は
禁止されています

１月４日㈪～７日㈭は、
「開設69周年記念鳳凰賞典レース
（Ｇ
Ⅲ）
」
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、
イベントなども行います。
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。
入場規制を行う場合があ
（524）
1121
ります 問 立川競輪場☎

2019 立川GP王者

店☎（535）3711、市産業観光課農業
振興係・内線2650

家庭における太陽光発電による電気
の自給自足の促進や、非常時の防災

場内イベント&ファンサービス

トークショー

川☎（538）7227、
みのーれ立川幸町

町市観光情報プラザ〔柴崎町3-143〕
▶営業時間＝午前11時〜午後7時
〔火曜日、1月1日（金・祝）〜5日㈫を除
く。12月31日㈭は午後5時まで〕問 同
プラザ☎
（519）3086

新年のスタートを飾るビッグレース

4日

ターみのーれ立川＝午前10時〜午後
5時▶みのーれ立川幸町店＝午前9時
30分〜午後4時30分（幸町店の最終
日は午後1時まで）

日㈫から

（531）5518

マスクの着用

▶ファーマーズセン

●年末年始の営業（2店舗共通） ▶
年末＝12月30日㈬まで▶新年＝1月5

た行動が重要です。令和2年10月現
在、立川市では139の市民防災組織
が結成されています。防災物品の支
市民の皆さんの生命や財産を災害か
ら守るために活動している市消防団

30日㈬
●営業時間

令和2年
（2020年）
12月25日

▶入場者先着プレゼント オリジナルマスク、
カイロなど
▶ケータリングカフェ クレープ、
タピオカ、
たこ焼きなど
▶抽選会 オリジナルグッズ等が当たる

競輪事業は地域や社会に貢献しています
競輪の売り上げの一部は、市の一般会計へ繰り出
すとともに、公益財団法人JKAを通じてものづくり、
スポーツ、社会福祉等のさまざまな分野の事業を支
援する等、広く社会に還元しています。

●広島記念＊＝１２月２４日～２７日
●松阪ＦⅠ＊＝１２月２５日～２７日
●立川ＦⅡガールズ＝１２月２８日～
３０日●平塚ＧＰ＊＝１２月２８日～
３０日●ＧⅢ・開設６９周年記念鳳
凰賞典レース＝１月４日～７日
＊は場外発売
開催案内・レース結果

0180（994）223〜5

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

