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催し
マークは郷土の理解を深める講
座などを行う
「立川市民科」
です。

玉川上水沿いの自然観察

海外ルーツの子どもの学び～
YSCグローバル・スクールの
取り組みより
海外にルーツをもつ子どもの教育支
援について話を聞きます 時 6月2日
㈬午後2時〜4時 場 幸学習館 師 YSC
グローバル・スクール・山田拓路さん
定 30人
（申込順）保 若干名（1歳〜学
齢前）申 4月27日㈫から幸学習館☎
（534）3076へ

対 市内在住・在勤の18歳以上の方 時

手ぬいでチクチクカンタン
カワイイ手芸教室

5月21日㈮午前9時30分〜正午ごろ
（小雨実施）場 玉川上水駅南口集合、
東大和市駅解散（約4km）師 緑花文
化士・池村国弘さん 定 15人（申込順）

ミニトートバッグやペンケース、お手
玉などを作ります。企画・運営はNPO

ルーペ（お持ちの方）申 4月25日㈰か

費 各回300円
（材料代）定 12人（申込

持 雨具、
帽子、飲み物、
カメラ、観察用

ら歴史民俗資料館☎
（525）
0860へ

柴崎学習館まつり
「第44回す
わっ祭」作品展
今年は、作品展のみ行います。作品の
実費頒布あり
（なくなり次第終了）。直
接会場へ 時 5月15日㈯〜30日㈰、午
前9時〜午後5時 場 柴崎学習館 問 柴
崎学習館☎︎
（524）
2773

立川フラメンコ2021
商店街の路上でフラメンコとステー
ジライブを開催。
くわしくは
「立川フラ
メンコ」のホームページをご覧くださ
い。直接会場へ 時・場 ▷5月3日（月・祝）
午後1時〜6時＝JRAウインズA館内
▷5月4日（火・祝）午前11時〜午後2時
ごろ＝JR立川駅南口すずらん通り路
上 問 TTM㈱☎（524）5787、市産業
観光課商工振興係・内線2644

講座
マークはたちかわ☆きらきらカー
ド対象の
「市民企画講座」
です。

法人トモニ 時 6月7日、7月5日、8月2
日、9月6日、10月4日の月曜日、午前
10時〜正午（全5回）場 高松学習館
順）申 4月27日㈫から高松学習館☎
（527）0014へ

市民企画講座スタッフ募集
たちかわ市民交流大学の講座の企
画・運営や情報誌「きらり・たちかわ」
の取材・編集などを行います。講座当
日のお手伝いなど、気軽に参加できる
サポーター制度もあります。
くわしく
は、各地域学習館、生涯学習推進セン
ター（女性総合センター1階）で配布
している案内書をご覧になるか、
お問
い合わせください 問 市民交流大学市
民推進委員会事務局〔生涯学習推進
センター事務室内〕☎
（528）6872

お知らせ
看護師の再就職支援
市は、職場復帰に不安を感じる看護
師の方が、市内指定医療機関に再就
職する場合、離職期間などを考慮して
個別に作成したプログラムで研修を
受けることができる制度を設けてい
ます。研修を希望する方は、指定医療

時 5月11日・18日の火曜日、
午前10時

機関で雇用契約時にお申し込みくだ
さい▶対象＝次のすべての条件を満
たす方▷看護師または准看護師の資
格を有している▷看護職離職後、
また

～正午（全2回）場 柴崎学習館 師 園芸

療法士・水口聡子さんほか 定 10人（申

は看護師の資格取得後、職に就かな
いままおおむね3年以上経過し、現在

込順）保 若干名（1歳〜学齢前）申 4

月27日㈫から柴崎学習館☎（524）
2773へ

看護職に就いていない▷週20時間以
上の勤務で、1年以上の勤務が見込ま
れる▶指定医療機関＝井上レディー

園芸療法～植物を育てて心の
居場所づくり

スクリニック、川野病院、すながわ相
受験生チャレンジ支援貸付事業
互診療所、立川在宅ケアクリニック、
立川相互病院付属子ども診療所、立
立川市社会福祉協議会は、都内に1
川相互ふれあいクリニック、立川中央
年以上在住する一定所得以下の世帯
病院、西砂川病院 問 健康推進課地域
で、
中学3年生・高校3年生等の子ども
支援係☎
（527）3632
を養育する生計中心者に対して、学

「ねんきん定期便」は届いてい
ますか
日本年金機構は、年金制度の加入者
に、年金保険料納付実績や年金の見
込み額などを記載した
「ねんきん定期
便」を誕生月にお送りしています。市
民課で届け出をしていれば、年金につ

ク 申 電話、または参加者名・電話
番 号 を 書 い てファクスで ☎・Fax
(848)4657へ
（申込順）

5月25日㈫は休館日です。
や
●学び舎～日本語の読解力を伸ばそ
う 対 小・中学生 時 ▷5月1日～29
日の土曜日、午前9時30分～11時
30分▷5月6日〜27日の木曜日、午
後4時30分〜7時 費 各コース月2,000
円(参加費) 定 小学生3人、中学生2
人 持 筆記用具 申 4月30日㈮までに
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●竹細工 対 小学3年生以上の方 時
5月16日㈰午後1時30分～4時 費 1個
500円(材料代) 定 3人 持 汚れてもよ
い服装、手袋(軍手) 申 5月9日㈰ま
でに
●プラモデルづくり教室＆ミニ四
駆サーキット 対 小学生以上の方
時 5月23日㈰午前10時～午後3時 費
1,000円程度(プラモデル持参の場
合は無料) 定 プラモデル作り5人、ミ
ニ四駆サーキット10人 持 ミニ四駆
は単三電池2本 申 4月25日㈰～27日
㈫に

令和3年
（2021年）
4月25日

受験料の無利子貸付を行っています。
対象校に入学した場合、返済免除の
申請ができます▶学習塾などの受講
料＝上限20万円▶高校受験料＝上限
2万7400円▶大学等受験料＝上限8
万円 問 立川市くらし・しごとサポート
センター☎
（503）4308

いては住所や氏名の変更手続きは必
要ありません。
「ねんきん定期便」
が届
かない場合は、日本年金機構にお問
い合わせください 問 日本年金機構立
川年金事務所☎
（523）0352

市民の皆さんが分別し、資源として出
した紙類や空き缶などを、市の収集

シルバーピア
（高齢者集合住
宅）
生活援助員
（常駐型）
を募集

委託業者以外の者が無断で持ち去る
行為が見られます。令和２年度、市民
の皆さんから寄せられた目撃情報等

シルバーピアに隣接する住居に入居
して、高齢者の安否確認、緊急時の対
応、生活相談等を行います。申込資格
等はお問い合わせください▶勤務＝
午前9時〜午後4時（月曜〜金曜日）

▶報酬＝規定による▶募集人数＝1人
（選考）▶募集住宅＝都営柏町シル
バーピア
（柏町1-12）
▶応募方法＝6
月30日㈬〔必着〕
までに写真貼付の履
歴書を、直接または郵送で、社会福祉
法人恵比寿会〔〒190-0013富士見
町2-36-43〕☎（523）7601へ 問 市高
齢福祉課在宅支援係・内線1479

東京都議会議員選挙立候補予
定者説明会
7月4日㈰に投開票が行われる東京都
議会議員選挙（立川市選挙区）
に立候
補を予定している方に対して、届け出

資源の持ち去り行為防止にご
協力ください

は8件ありました。市の収集委託業者
は市の名前入りの車両を使用してお
り、午前8時より前に収集することは
ありません。
このような行為を見かけ
た方は情報提供をお願いします。市
は定期的なパトロールなどを行い、持
ち去り行為の防止に努めています。持
ち去り行為を予防するため、持ち去り
行為禁止ステッカー（市ホームページ
からダウンロード可）
もご利用くださ
い 問ごみ対策課☎(531)5517

防災備蓄品の生理用品を配布
しています
コロナ禍の影響によるさまざまな理由
で生理用品を購入できない方を支援
するため、
市は必要とする方に生理用
品を無償で配布しています。
くわしく

は市ホームページをご覧ください▶配
健康会館、
子ども未
や選挙運動の方法などを説明します。 布場所＝市役所、
来センター、
女性総合センター、
児童
直接会場へ 時 5月17日㈪午前10時か
場
問
問
館等 男女平等参画課☎︎(528)6801
ら 市役所1階101会議室 選挙管
理委員会事務局・内線1631

市営葬儀説明会
シルバー人材センターから市営葬儀
について説明を聞きます。直接会場へ。
電話による相談も随時受け付けてい
ます 時 4月29日（木・祝）、5月28日㈮、6

月25日㈮、午前10時〜11時 場 立川
市斎場（羽衣町3-20-23）問 立川市

斎場☎
（524）1998

たまがわ・みらいパークの催し
いずれも 場 たまがわ・みらいパー

習塾などの受講料と高校・大学等の

●武雄記念 ＊＝４月２２日～２５日●
＊
＝４月２６日～
弥彦ＦⅠ
（関東カップ）
２８日●立川ＦⅡ＝４月２９日～５月１
日●奈良記念＊＝４月２９日～５月２
日●ＧⅠ・京王閣日本選手権＊＝５月
４日～９日●弥彦ＦⅠ＊＝５月７日～
９日 ＊は場外発売
開催案内・レース結果

0180（994）223〜5

会員募集
まちのお知らせ
●第30回写真展「自然の中で…」 立
川自然観察友の会が主催。毎月1回、主
に関東近辺の里山などで花や草の観察
を行い、撮影した写真を中心にまとめた
写真展です。あわせて昭和記念公園の
四季の花と風景も紹介します。直接会
場へ 時 4月23日㈮〜30日㈮、午前9時
30分〜午後5時 場 国営昭和記念公園花
みどり文化センターギャラリー1 問 鈴木
さん☎
（523）5688

●つづれ会 昔の思い出や、今思って
いることなどを書いて発表し、合評しま
す 時 毎月第3金曜日、午前9時30分～正
午 場 柴崎学習館 月 1,500円（ほかに年1
回、
冊子代として1,500円）申 山﨑さん☎
（535）
8113
●フィリアR.G.大山 子どもの新体操
クラブです。
ボールやリボンなどの手具
を使って、基礎から楽しく練習します。
見学・体験可 対 3歳〜中学生 時 毎週木
曜日、午後5時〜6時30分 場 大山小体
育館 入 3,000円 月 5,000円 申 齊藤さん☎
（842）
4151

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

