
「立川の歴史散歩 令和3年改
訂版」を頒布しています

市教育委員会は
「立川の歴史散
歩 令和3年改訂
版」を1部700円
で 歴 史 民 俗 資
料館と市政情報
コーナー（市役
所3階）で頒布し
ています。これは平成2年に発行され
た「改訂版 立川の歴史散歩」を再編
集したものです問生涯学習推進セン
ター文化財係☎（525）0860

不要になった携帯電話やスマ
ートフォンを回収しています

窓口サービスセンター、富士見連絡
所、東部連絡所、西部連絡所、泉市民
体育館、柴崎市民体育館に、専用の 
回収ボックスを設置しています。回収 
された携帯電話やスマートフォンは
国の認定工場で再資源化され、売却
益の一部が知的障害のある方のスポ 
ーツ活動支援の場である「スペシャ
ルオリンピックス日本」へ寄付されま 
す問ごみ対策課・内線6753

官公署・その他

国蝶オオムラサキ見学会
くわしくは「東京たま広域資源循環組
合」のホームページをご覧ください対

国民年金保険料収納業務を民
間に委託しています

日本年金機構は、国民年金保険料が
未納の方に対する電話や文書、個別
訪問による納付奨励や保険料の収
納業務を、アイヴィジット・東洋紙業
共同企業体☎0570（021）781〔IP電
話の方は☎03（3941）3162〕に委託
しています。委託事業者が手数料を
要求すること、ATM操作をお願いす
ること、年金手帳や年金証書、通帳や
キャッシュカード等をお預かりするこ
とはありません問日本年金機構立川
年金事務所☎（523）0352

防災訓練に参加しましょう
市内各地域で防災訓練を下表のとお
り実施します。どなたでも参加できま
す。直接会場へ。なお、地域防災訓練
の内容は自治会の支部によって異な
りますので、くわしくは自治会の掲示
板などをご覧ください問防災課・内線
2531

多摩地域在住・在勤・在学の方時6月
26日㈯▷午前8時30分〜11時30分
▷午前10時〜午後1時▷午後1時〜
4時場JR青梅線河辺駅集合定各40人

（抽選。時間の希望は受け付けませ
ん）申6月15日㈫〔必着〕までに、はが
きに参加者全員の住所・氏名（ふりが
な）・年齢・性別・電話番号・携帯電話
番号（お持ちの方）、在勤・在学の方は
会社名または学校名を書いて、東京
たま広域資源循環組合「国蝶オオム
ラサキ見学会」係〔〒190-0181西多
摩郡日の出町大字大久野7642番地〕
☎（597）6152へ

自転車安全利用TOKYOセミ
ナー

自転車利用の
ルールやマナ
ーの向上につ
いて学びます。
申込方法等くわしくは、都ホームペー
ジをご覧いただくか、お問い合わせく
ださい対事業所の交通安全担当者時
6月16日㈬午後2時〜4時40分場女
性総合センター定28人（申込順）問都
交通安全課☎03（5388）3124

お知らせ

無料法律相談会
生活に困っている方の法律に関する問 
題を弁護士に直接相談できます時6
月16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5月25日㈫から立川市くら
し・しごとサポートセンター☎（503）
4308へ

「たちかわ若者サポートステ
ーション」の出張相談

15歳〜39歳の方の就労に関する相
談に応じます。「仕事をしたいが自信
がない」「高校中退後、職に就かずひ
きこもっている」などの悩みのある方、
家族の方はご相談ください。直接会
場へ時6月7日㈪午前9時30分〜午後
4時30分場市役所2階210会議室問
たちかわ若者サポートステーション☎

（529）3378

国民年金～お得な付加年金を
ご存じですか

国民年金第1号被保険者・任意加入
被保険者が定額保険料（令和3年度
は月額16,610円）に付加保険料（月
額400円）をプラスして納付すると、
老齢基礎年金に付加年金が上乗せさ
れます。付加年金の年金額は、200円
×付加保険料納付月数です。付加保険
料は申し込んだ月からの納付となり
ます。希望する方はお早めに手続きを
してください。なお、国民年金基金に
加入の方、既に年金を受給している
方、国民年金第3号被保険者は、加入
できません問市保険年金課国民年金
係・内線1394、日本年金機構立川年
金事務所☎（523）0352

支部 日程 場所

砂川支部 7月11日㈰ 九小

羽衣町支部 9月11日㈯ 六小

柏町支部 9月18日㈯ 柏小

栄町支部 9月23日（木・祝） 八小

若葉町支部 9月26日㈰ 九中

幸町支部 10月30日㈯ 幸小

総合防災訓練
（曙町支部）

11月14日㈰ 二中

高松町支部 11月20日㈯ 五小

西砂支部 11月28日㈰ 七中

錦町支部 未定 三小

柴崎町支部 未定 一小

富士見町支部 未定 未定

0180（994）223〜5開催案内・レース結果

開催状況は「たちかわ
競輪」のホームページ
をご覧ください。

　次のサービスの利用申し込みを電話や郵送で
受け付けています。音楽や本を楽しんで、コロ
ナ禍のおうち時間を快適に過ごしてみませんか。
問中央図書館☎（528）6800

おうち時間が増えた今こそ
音楽や本を楽しもう

利用申し込みを電話で受け付け
　ナクソス・ミュージック・ライブラリーは、クラシックを中心に
CD14万枚、220万曲以上もの音楽が聴くことができるインターネ
ット音楽配信サービスです。利用を希望する方には、IDとパスワ
ードを発行しますのでご連絡ください。
▷利用資格＝市内在住・在勤・在学で、有効な図書館利用カードを
お持ちの方

音楽データ配信サービス

新規登録を郵送で受け付け
　図書館利用カードの利用登録を、市内在住の方に限
り、郵送で受け付けています。必要な書類や送付先な
ど、くわしくは「立川市図書館」のホームページをご
覧ください。

図書館利用カード

11 立川市役所 （〒190-8666）立川市泉町1156-9  ☎（523）2111（代表）  Fax（521）2653令和3年（2021年）5月25日

凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 年年会費 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から

　市は、東京都の測定日にあわせ、令和２年度の５月、８月、11月、２

月に、市清掃工場周辺における大気中のダイオキシン類調査を実施しま

した。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（１㎥中0.6pg-TEQ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（大気）	 単位：pg-TEQ/㎥

調査地点
令和２年度

基準値５月
測定値

８月
測定値

11月
測定値

２月
測定値

年
平均値

立
川
市

第八小学校 0.013	 0.033	 0.017	 0.026	 0.022	

0.6以下

若葉台小学校 0.010	 0.047	 0.017	 0.021	 0.024	
立川第四中学校 0.011	 0.040	 0.016	 0.016	 0.021	
若葉児童館 0.010	 0.032	 0.016	 0.030	 0.022	

４地点平均 0.011	 0.038	 0.017	 0.023	 0.022	
小
平
・
村
山
・

大
和
衛
生
組
合

東大和市立第二小学校 0.029	 0.015	 0.022	
小平市上水新町地域センター 0.018	 0.008	 0.013	
小平市中島地域センター 0.024	 0.008	 0.016	

３地点平均 0.024	 0.010	 0.017	

清掃工場周辺のダイオキシン類調査

環境基準を満たしています

オリパラ
クロスワードパズル
答えの
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