受け付け）問 問い合わせ Faxファクス e Eメール HP ホームページ

子ども・子育て
BPプログラム
「赤ちゃんがき
た！」～思春期に花開く親子
の絆づくり
対 生後2か月～5か月の子どもと母

シリーズ発達障がい
「ママの
立場で」
発達に凸凹がある子の子育て経験を、
幼児から高校卒業までの節目ごとに
6月12日、
7月17
聞きます 時5月8日、
の土曜日、午前10時～正午（全3回）

親（第１子に限る）時5月18日・25日、 場 柴崎学習館 師 発達支援スクール代
6月1日・8日の火曜日、午後2時～4
表・小澤五穂子さん 定 12人（申込順）
時 場 子ども未来センター 師 BPファシ

保 若干名
（1歳～学齢前）申4月10日

日㈬午前10時から子育て支援事務室

いてEメールで柴崎学習館☎︎（ 524）
2773 e shibasakigakusyukan@

☎︎
（529）
8664へ

city.tachikawa.lg.jpへ

リテーター・松原玲子さん 費 1,100円
（資料代）定 6組（申込順）申 4月14

お母さんに絶対伝えたい 発
達障害のおはなし＆子ども発
達パプリカ体操教室
発達支援や家庭での療育等、情報を
シェアする参加型講演会です。成長
を促す運 動 支 援のやり方も学びま
す。企画・運営は発達キッズの会 時

5月1日㈯午前10時～正午 場 柴崎
学習館 師 発達キッズの会・松島眞一

さんほか 費 300円（参加費。18歳以
下は無料）定 20人（申込順）保 若干名
（1歳～学齢前）費 4月10日㈯から
電話、
または氏名、
連絡先を書いてEメ
ールで柴崎学習館☎︎（ 524）2773 e
shibasakigakusyukan@city.
tachikawa.lg.jpへ

ユカ先生の「食べない子どう
してる？」
離乳食が進まない悩みを共有し、
レシ
ピを学びます 対 市内在住で2回食以
降の子どもの保護者（子ども同伴可）
時5月13日㈭午前10時30分～11時

15分 場 子ども未来センター 師 栄養

士・川上由香さん 定7人（申込順）申

4月21日㈬午前10時から子育て支援

㈯から電話、
または氏名、
連絡先を書

ベビーちゃんと一緒にパパマ
マヨガ
ママ見守りの中、主にパパが赤ちゃん
とヨガを行います 対 市内在住の首が
据わってからハイハイする前までの

0311へ

か

第13回立川市賞「夢交う町」
（横山博さん）

募集
くらしフェスタ立川参加団体

日㈫までに電話、
または団体名、代表
者名、連絡先を書いてファクスで生活
安全課消費生活センター係☎（528）
6801Fax（528）6805へ

ども未来センター 師 ヨガインストラ

成人を祝うつどいの実行委員

17日㈯午前10時から子育て支援事

令和4年1月10日（月・祝）に開催する
「成
人を祝うつどい」にスタッフとして参

クター・愛さん 定7組（申込順）申4月
務室☎︎
（529）8664へ

Happyマタニティヨガ
対 市内在住の妊娠16週以降の方
（第

1子に限る）時 5月15日㈯午後2時

45分～3時30分 場 子ども未来セン
ター 師 ヨガインストラクター・愛さん

いちごクラブplus
身長・体重測定。
希望者は足形スタン
プも対 市内在住の0歳～1歳6か月の
子どもと保護者 時5月12日㈬▷午後

て支援事務室☎︎
（529）
8664へ

2時15分～2時30分 場 子ども未来セ

自治会 知ってるカイ？ 21

加する方を募集します。事前の企画
や準備、当日の運営（「司会」や「新成
人の言 葉 」担当など）を行います▶
対象＝市内在住で、令和3年4月2日
～ 令 和 4 年 4月1日に成 人を迎える
方▶活動期間＝6月～令和4年2月▶
募集人数＝若干名▶応募方法＝4月
30日㈮までに、電話、または住所、氏
名、生年月日、電話番号を書いてフ

対象者

安全・安心への貢献で表彰～ガス漏れ事故避難所を提供

②令和３年度の住民税が
「非課税」
の方

全の確保がされたばかりでなく、
不安や不便が大きく和らいだことでしょう。
この対応をたたえ、
立川消防署から富一東協和会に感謝状が贈呈されました。
自治会への加入を希望する方は、ご連絡ください 問 市民協働課・内線2627

設置のチラシ、
「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㈪▶表彰＝最優秀賞1人
（5万円）ほか 問 多摩都市モノレール
㈱「第14回多摩モノレール写真コン
クール」係☎
（526）7800

小中高一貫教育校 都立立川
国際中等教育学校附属小学校
説明会
令和４年４月に、公立全国初の小中
高一貫教育校が開校します。教育内
容や入学者決定方法などを説明しま
す。
４月８日㈭から
「東京都立小中高
一貫教育校」ホームページで申し込
みを受け付けます。6月以降の説明会
の開催日程など、
くわしくはホームペ
ージをご覧ください 時５月８日㈯・23
日㈰▷午前10時から▷午後2時から
場たましんRISURUホール定 各531人
（申込順）問 小中高一
貫教育校 都立立川国
際中等教育学校附属
小学校☎
（519）3151

都営交通、都内を走行する民営バス等が利用できる
シルバーパスを発行します。
●パスの有効期限 発行日から９月30日㈭まで
●対象者 満70歳以上の都民の方（寝たきりの方を除く）。70歳になる誕
生月の初日
（１日が誕生日の方は前月の初日）から申し込めます。
●申込方法 必要書類（下表参照）を持って、最寄りのバス営業所等のシ
ルバーパス発行窓口にお申し込みください。

①令和３年度の住民税が
「課税」
で、③以外の方

の間、
消防の要請により、
富一東協和会の会館
が避難所として開放されました。
冬の寒さの中、
暖かな会館にいち早く避難
ができたことで、
近隣住民の皆さんにとって、
安

多摩都市モノレール㈱主催、モノレ
ール沿線5市が後援。
くわしくは各駅

東京都シルバーパスの新規発行

市は
「自治会等を応援する条例」
を定め、
地域コミュニティの中心である
自治会を応援しています。
地域の活動に参加して、
輪を広げてみませんか。

さる２月、
富士見町一丁目で、
ガス漏れ事故
が発生しました。
ガス会社等が対応を行うまで

第14回多摩モノレール写真
コンクール

じみ地域包括支援センター☎︎（ 540）

す 対 市内の団体・グループ 申5月11

対 市内在住のおおむね1歳～2歳の
あんよができる子どもと保護者 時 5
月15日㈯午前11時15分〜正午 場 子

官公署・その他

学習館 定 20人（申込順）申 南部西ふ

務室☎︎
（529）8664へ

パパ＆ベビーヨガ

ァクス、Eメールで子ども育 成 課 青
少年係・内線1305 Fax（528）4356 e
kodomoikusei@city.tachikawa.
lg.jpへ

ラクターは山下和子さん。車いすの方
も参加できます 対 65歳以上の市民の
方 時 4月28日㈬午後2時～3時 場 柴崎

20日㈫午前10時から子育て支援事

1時30分～1時45分▷午後1時45分
～2時▷午後2時～2時15分▷午後

介
会紹
治
自 ラム
コ

体操をしてしっかり筋肉をほぐしたあ
とは、
エアロビクスをします。
インスト

募集します。実行委員会は月1回開
催予定。第1回は5月12日㈬午前10
時から女性総合センターで開催しま

場 子ども未来センター 定 各7組
（申込

順）申4月16日㈮午前10時から子育

介護予防教室
「健康ダンシン
グ」

15日㈯午後1時30分～2時15分 場

10時から子育て支援事務室☎︎（529）
8664へ

時15分▷午後3時15分〜3時30分

シニア

子ども未来センター 師ヨガインストラ
クター・愛さん 定6組（申込順）申4月

ホースセラピー

13日㈭▷午後2時30分～2時45分▷
午後2時45分～3時▷午後3時～3

㈭午前10時から子育て支援事務室☎︎
（529）
8664へ

令和4年2月に実施する
「くらしフェ
スタ立川」の企画・運営をする団体を

定 8人（申込順）申 4月20日㈫午前

市内在住の未就学児と保護者 時5月

ンター 定 各4組
（申込順）申4月15日

乳児と保護者（第1子に限る）時5月

事務室☎︎
（529）
8664へ

リトルホース2頭と触れ合います 対

マスクの着用や検温など、感染症の予防にご協力をお願いします。

必要書類

費用

◦保 険証、運転免許証、マイナン 10,255円
バーカードなどの本人確認書類を
１つ

◦②③の方は次のうちいずれか１つ
・介護保険料納入
（決定）
通知書※2 1,000円
③令和３年度の住民税が
・住民税課税
（非課税）
証明書※2
「課税」
で、令和２年の合計所
・生活保護受給証明書
得金額が135万円以下の方※1
※1 不
 動産譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合は、税法上の合計所得金
額から特別控除額を控除して得た額。この特別控除の適用を受けた方は必
要書類が異なる場合がありますので、お問い合わせください。
※2 令和３年度の書類。６月の住民税賦課決定前は前年度の書類で代用可。
問 東京バス協会シルバーパス専用電話☎03
（5308）6950〔午前9時〜午後5

時（土曜・日曜日、祝日を除く）〕

令和3年
（2021年）
4月10日
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