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お知らせ
「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。
「 今まで一度も仕事を
したことがない」
「 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」などの悩みがある
方、家族の方、ご相談ください。直接
会場へ 時9月2日㈭午前9時30分～

午後4時30分 場 市役所1階多目的プ

ラザ 問 たちかわ若者サポートステー
ション☎(529)3378

市営葬儀個別相談会
立川市斎場指定管理者の立川市シ
ルバー人材センターが市営葬儀につ
いて個別に相談に応じます 時 ①9月
9日㈭▷午後2時から▷午後3時か
ら②9月24日㈮▷午後2時から▷午
後3時から 場 ①砂川学習館②錦学習
館 定 各2組（申込順）申 立川市斎場☎

（524）
1998へ

立川文化芸術のまちづくり事
業補助金・奨励金対象事業を
募集
立川文 化 芸 術のまちづくり協 議 会
が交付する補助金・奨励金を活用す
る事業を募集します。
くわしくは、同
協議会事務局で配布する申込書(市
ホームページからダウンロードも可)
をご覧ください。申請についての相談
も予約制で受け付けます▶対象事業
＝4月1日～令和4年3月31日に市
民団体等が行う自主的な文化芸術活
動など▶補助金・奨励金＝1事業当
たり上限50万円(予算の範囲内で給
付)▶ヒアリング(審査・選定)＝10月

務局(〒190-0022錦町3-3-20たま
しんRISURUホール2階地域文化課
内)内線4502へ

立川文化芸術活動臨時支援金
を交付します
新型コロナウイルス感染症の影響で
活動を自粛、縮小せざるを得なくなっ
た市民団体に対し、立川文化芸術の
まちづくり協議会が支援金を交付し
ます。
くわしくは、同協議会事務局で
配布する募集要項(市ホームページ
からダウンロードも可)をご覧くださ
い▶対象団体＝令和2年3月以前か

９月は東京都の自殺対策強化月間で
す。期間中、次の特別電話相談を実施
します。
●フリーダイヤル特別相談 ▷8月25
日㈬～29日㈰、
午後8時～午前2時30
分▷8月30日㈪午後10時30分～午
前2時30分▷8月31日㈫午後5時～
午前2時30分☎0120(58)9090〔国
際ビフレンダーズ東京自殺防止セン
ター〕
●自死遺族傾聴電話 9月7日㈫～
6)5453〔グリーフケア・サポートプラ
ザ〕

とし、予算の範囲内において決定▶受
付期間＝9月30日㈭まで▶応募方法

●自殺予防いのちの電話 9月1日㈬〜
30日㈭、午後4時〜9時〔9月10日㈮

＝申請用紙を郵送で同協議会事務局
(〒190-0022錦町3-3-20たましん
RISURUホール2階地域文化課内)
内線4502へ

のみ午前8時～翌午前8時〕☎0120

競輪とオートレースの補助事
業説明会
競輪の売上金の一部は、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。また、緊急支援事業として、新
型コロナウイルス感染症の拡大防止
のための物資（PCR検査キット、サー
モカメラ等）の整備も支援しています。
補助の対象となる事業について、事
業者向けの説明会を開催します。参
加を希望する方は8月27日㈮までに
お申し込みください。申込方法等くわ
しくは、
「たちかわ競輪」
のホームペー
ジをご覧ください 時8月30日㈪午後

1時30分から場 立川競輪場 問 立川競

でに、直接、
または郵送で同協議会事

輪場☎
（524）1121

たちかわ大好き！
最大
%戻ってくるキャンペーン

10日㈮、正午～午後4時☎03(379

(783)556〔日本いのちの電話連盟〕
●東京都自殺相談ダイヤル～こころ

8月30日 月
～9月1日 水

このポスターが目印！

対象です。
PayPayアプリで確認
対象店舗はマップ上のアイコンに「応援」
マー
クが付きます。
市ホームページで確認
市ホームページに対象店舗一覧
を掲載します。
PayPayアプリや対象店舗一覧に掲載があっても、
休業している店舗やキャンペーン
に参加していない店舗があります。
ご利用の際は各店舗にお問い合わせください。

令和3年
（2021年）
8月25日

合支援センター〕
●有終支援いのちの山彦電話〜傾
聴電話 9月の火曜・水曜・金曜・土
曜・日曜日、祝日、正午～午後8時☎
03(3842)5311〔有終支援いのちの
山彦電話〕
●東京都福祉保健局公式LINEアカ
ウント
「相談ほっとLINE＠東京」 毎
日、午後3時～11時(受け付けは午後
10時30分まで)

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。
開催案内・レース結果

0180（994）223〜5

新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言の期間
中は無観客開催となります。
レースの開催にあわせて、
「小
林莉子選手300勝＆奥井迪選手400勝記念リモートトー
クショー」なども行います 場 立川競輪場 問 立川競輪場☎
（524）1121

熱中症にご注意！
●日陰や
「立川ひと涼みスポット」
等を利用してこまめに休憩しましょう。
「立川ひと涼みスポットマップ」
を市の公共施設等で配布しています。
●外出時は日傘・帽子を活用しましょう。
●室内にいても水分をこまめにとりましょう。
●無理をせず、適度にエアコンなどを使いましょう。
●周囲の人との距離を十分にとった上で、

第２弾

ポスター等で確認
キャンペーンのポスターを掲出している店舗が

問 産業観光課商工振興係・内線2643

(087)478
〔メンタルケア協議会〕
●自死遺族相談ダイヤル 9月23日
（木・祝）～25日㈯、午前10時～午後8時
☎03(3261)4350〔全国自死遺族総

第13回山口健治杯
日本名輪会カップ(Ｆ
Ⅰ)

9月1日 水 〜30日 木

密接）
を避けてご利用ください。

といのちのほっとライン 9月1 6
日㈭～20日（月・祝）
〔24時間〕☎0570

適宜マスクをはずしましょう。

市内中小事業者の対象店舗で買い物や食事をする際にPayPayを使って
支払うと、
最大30％のPayPayボーナス
（決済1回につき3,000円相当が上限
で、
期間中最大15,000円相当）
が付与されます。
対象店舗は、
９月1日㈬から
下記の方法で確認できます。
感染症予防対策を徹底し、
3つの密
（密閉・密集・

7

自殺防止！東京キャンペーン

ら継続して文化芸術活動を行ってい
る市民団体で、立川市を活動の中心
としている団体(営利目的を除く)▶
支給額＝1団体当たり2万円を上限

29日㈮▶応募方法＝申込書に必要
資料を添付し、
9月30日㈭〔必着〕ま

30

官公署・その他

この欄の情報の連絡・交渉は当事者
間で。市は関与しません。

まちのお知らせ
●介護職員初任者研修 社会福祉法
人三多摩福祉会が主催。週2日（水曜・
金曜日）の通学コース。東京都介護職員
資格取得支援事業を利用すると無料で
受講できます 対 15歳以上で、東京近郊
に在住・在勤の通学可能な方 時 10月1
日㈮〜12月17日㈮、午前9時から 場 地
域保健企画ビル
（錦町1-17-15）
ほか 費
99,940円（受講料、教材費）定 24人（申
（526）
1899
込順）申 同会・蓮沼さん☎
●子どもの電話受け手ボランティア養
成講座 チャイルドラインたちかわが
主催。子どもの心に寄り添い、一緒に考
えられる受け手となるため、子どもの抱
えている課題を知り、
コミュニケーショ
ンスキルや電話の受け方を学びます。
オ

ンライン受講も可 時 9月12日㈰〜11月
28日㈰、午後2時〜4時（全10回）場 子
ども未来センター 費 5,000円（受講料、
資料代）定 15人（申込順）申 山中さん Fax
（531）5927 e cl.tachikawa@gmail.
com

会員募集
●みんなの展示場 中村洋久絵画館
色の塗り方・重ね方、イラストの描き方
等を、資料に基づいて専門の講師が丁
寧に教えます。初心者歓迎 時 毎月第1・
第3金曜日、午後2時〜3時30分 場 みん
なの展示場（柴崎町2-21-17）月 2,000
円 申 同館色鉛筆画担当☎︎
（524）
4702
●高松中国語友の会 中国語の「聴く、
読む、訳す、話す」
について、指導経験豊
富な講師から学びます。新教本使用 対
ピンイン学習の経験がある方 時 月３回
の水曜日、午後１時30分〜３時30分 場
高松学習館 入 1,000円 月 3,000円（ほか
に資料代200円）定 10人（申込順）申 大
田さん☎
（535）
3106

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

