
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。

色えんぴつで楽しむお手軽ア
ート～植物の魅力再発見、描
いてみよう！夏の草花�

対小学生以上の方（小学1年生〜4年
生は保護者同伴）時8月16日・30日の
火曜日、午前10時〜正午（全2回）場
女性総合センター師日本植物画倶楽
部理事・小林英成さん費1,300円（受
講料、材料代）定20人（申込順）保若
干名（1歳〜学齢前）持描きたい草花、
鉛筆、消しゴム、12色の色鉛筆申7月
11日㈪から生涯学習推進センター☎

（528）6872へ

アーティフィシャルグリーンで
彩る「壁庭園」を作りましょう

水やり不要のアーティフィシャルグリ
ーンをアレンジした壁掛けを作ります
時8月3日㈬午前10時〜正午場女性
総合センター師フラワーデザイナー・
江尻チハルさん費3,000円（材料代）
定8人（申込順）保5人程度（１歳〜学
齢前）持持ち帰り用の袋（高さ20cm
程度、マチ付き）、ワイヤーが切れる
はさみ（お持ちの方）申7月11日㈪か
ら生活安全課消費生活センター係☎

（528）6801へ

お知らせ

史跡玉川上水整備活用のため
の作業説明会

都水道局は、小平監視所（幸町6-36-
4、玉川上水駅近く）から下流で、水
路･のり面の保全のため、樹木のせん
定・伐採などを行っています。立川市・
小平市内でこれまでに行った作業の
報告と、今後の作業予定について説
明します。直接会場へ時7月21日㈭午
後7時〜8時30分場小平市中央公民館

（小平市小川町2-1325）問都水道局
経理部☎03（5320）6388、市公園緑
地課緑化推進係・内線2260

ライフアップたちかわ会員拡
大キャンペーン実施中

ライフアップたちかわ（勤労者福祉
サービスセンター）は、市の支援を受
け、市内の中小企業の事業主や勤労者
などを対象に、総合的な福利厚生事業
を行っています。1人月額400円の会費
で祝い金、保険金等の給付や、健康、レ
ジャーなどさまざまなサービスを受け
ることができます。9月30日㈮まで入
会金（1人300円）が無料となる会員拡
大キャンペーンを実施しています。くわ
しくは「ライフアップたちかわ」のホー
ムページをご覧ください問ライフアッ
プたちかわ事務局☎

（523）2142、市産業
振興課商工振興係・
内線2645

認知症サポーター養成講座
認知症について学び、認知症の方や
その家族を見守る応援者を養成しま
す対市内在住・在勤・在学の方時・場・
定・申下表のとおり

日時 場所 定員
（申込順） 申込先

７月15日㈮
午後２時～
３時30分

子ども
未来セ
ンター

15人

南部東はごろ
も地域包括支
援センター
☎（523）5612へ

７月18日（月·祝）
午後１時～
２時30分

高松
学習館 15人

中部たかまつ
地域包括支援
センター
☎（540）2031へ

７月26日㈫
午前10時～
11時30分

さかえ
会館 10人

北部東わかば
地域包括支援
センター
☎（538）1221へ

７月27日㈬
午後２時～
３時30分

柴崎
学習館 15人

南部西ふじみ
地域包括支援
センター
☎（540）0311へ

市民のための体験型防災講座
専門家の講演のほか、防災備蓄品を
実際に使用して、避難所開設・運営や
市民トリアージ、日頃の備えなどを学
びます。立川市災害ボランティアネッ
トが主催対市内在住・在勤・在学、ま
たは市内団体在籍会員の方時8月20
日㈯、9月10日㈯・25日㈰、10月8日
㈯・22日㈯、11月5日㈯、午後1時〜4
時（全6回）場女性総合センター、総合
福祉センターほか費2,000円（受講料。

受験生チャレンジ支援貸付事業
立川市社会福祉協議会は、都内に1
年以上在住する一定所得以下の世帯
で、中学3年生・高校3年生等の子ども
を養育する生計中心者に対して、学
習塾などの受講料と高校・大学等の
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

第72回�社会を明るくする運動
7月は、犯罪や非行の防止と、罪を犯
した人たちの更生について理解を深
め、犯罪や非行のない安全・安心な地
域社会を築く「社会を明るくする運
動」の強調月間です問福祉総務課・内
線1493

被爆者健康手帳をお持ちの方
へ見舞金を支給します

4月1日現在、被爆者健康手帳をお持
ちで、引き続き市内にお住まいの方に、
見舞金を支給します。対象者には7月
上旬に関係書類を郵送しました。7月
29日㈮〔消印有効〕までに直接、また
は郵送で福祉総務課調整係（市役所
1階2番窓口）へ提出してください。な
お、対象の方で関係書類が届かない
方はご連絡ください問福祉総務課調
整係・内線1491

学生は1,000円）定40人（申込順）申
7月19日㈫〜8月10日㈬に、住所、氏
名、電話番号、メールアドレスを、電
話、またはEメールで立川市社会福祉
協議会・市民活動センター☎（529）
8323 e info@tachisaibou.orgへ問
立川市災害ボランティアネット・佐々
木さん☎090（7255）2527

自殺対策講演会「生き心地の
良さって何だろう～日本で
“最も”自殺が少ない町が気づ
かせてくれたこと」

日本で“最も”自殺が少ないまちのユ
ニークな特徴について話を聞き、自殺
が少ないまち、生き心地のよいまちと
はどんなまちかをみんなで考えます。
昭島市と共催対立川市民または昭島
市民の方時8月20日㈯午前10時〜
11時30分場女性総合センター師統
計数理研究所特任准教授・岡檀さん
定150人（申込順）申7月11日㈪から
電話か電子申請で健康推進課保健事
業係☎（527）3272へ

市民後見人養成講座
申込方法等くわしくは「立川市社会福
祉協議会」のホームページをご覧く
ださい時8月27日㈯午後1時30分〜
4時30分場総合福祉センター師弁護
士・赤沼康弘さん定25人（申込順）申
7月11日㈪〜8月19日㈮に立川市社
会福祉協議会☎（529）8319へ

地域学習館夏休み学習スペース
夏休みの間、地域学習館（下表）のロ
ビー、教室等を学習スペースとして開
放します時7月21日㈭〜8月31日㈬、
午前9時〜午後4時30分問各地域学
習館

学習
館名 電話番号 定員 利用でき

ない日
柴崎 ☎(524)2773 24人

7月25日、
8月8日・22日
の月曜日

砂川 ☎(535)5959 20人
西砂 ☎(531)0431 10人
高松 ☎(527)0014 6人
幸 ☎(534)3076 5人

錦学習館は改修工事のため開設しません。

飼い犬の登録手続き等の変更
犬を飼うときは、その犬を登録する
必要があります。６月１日に「動物の
愛護及び管理に関する法律」が改正
施行されたことに伴い、マイクロチッ
プを装着し指定登録機関（日本獣医
師会）に登録している犬は、従来の市
への畜犬登録や死亡届が不要になり
ました。マイクロチップの登録情報に
変更がある場合は、指定登録機関で
の変更手続きが必要です。くわしくは、
市ホームページをご覧ください問環
境対策課環境推進係・内線2243

市営葬儀の基礎知識について
説明します

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の基礎
知識について個別に説明します時①

草木染めのストールづくり
企画・運営は生涯学習市民リーダーの
会時9月8日㈭午後2時〜4時場幸学
習館師立川市立小学校科学教育セン
ター講師・片江安巳さん費3,800円（材
料代ほか）定10人（申込順）持エプロン、
ビニール手袋、持ち帰り用のビニール
袋申7月15日㈮から幸学習館☎（534）
3076へ

女性向けデジタル・ビジネス
スキル習得訓練

オフィスソフトの基礎的操作やオンラ
イン会議、簡易な業務アプリ開発等
のデジタルスキルを習得します。くわ
しくは「女性向けデジタル・ビジネス
スキル習得訓練」のホームページ（下
２次元コードからアクセス可）をご覧
ください対出産・育児等により離職
した女性など時9月5日㈪〜23日（金・

祝）、午前10時〜午後3時（土曜・日曜
日を除く、全15回）場大原学園立川校

（緑町4-8）定10人（選考）保10人（6
か月〜学齢前）申 8月9日㈫〔必着〕
までに郵送または同ホームページ 
から申し込んでください（下2次元コ
ードからアクセス可）
問 同 事 業 運 営 事 務 
局☎03（5577）4709、
市男女平等参画課☎

（528）6801

7月15日㈮▷午後2時から▷午後3時
から②7月19日㈫▷午後2時から▷午
後3時から場①西砂学習館②女性総
合センター定各2組（申込順）申立川
市斎場☎（524）1998へ

食中毒にご注意ください
梅雨の時期から夏にかけて、食中毒
に特に注意が必要な季節です。食中
毒予防のために、次のことを心掛けま
しょう。
●菌を付けない　調理や食事の前に
は、手をせっけんでしっかり洗う。肉
や魚は、他の食品に汁がかからないよ
うに注意して保存。
●菌を増やさない　冷凍した肉など
を室温で解凍しない。生鮮食品や総
菜などは素早く冷蔵庫へ。
●菌をやっつける　食品は中心まで
十分に加熱。調理器具は熱湯で消毒。
問健康推進課業務係☎(527)3632

7月18日（月･祝）、女性総合セン
ターと図書館は臨時休館

7月18日（月・祝）は、女性総合センター 
と図書館が設備点検のため休館しま 
す。これに伴い、図書館の貸出システ
ムが停止するため、中央図書館と各
地区図書館は全館休館します。また、
点検の準備のため、7月17日㈰午後5
時〜19日㈫午前10時は、図書館ホー
ムページが利用できない場合があり
ます問▷女性総合センター＝男女平
等参画課☎（528）6801▷図書館＝中
央図書館☎(528)6800
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