
年金係・内線1394、日本年金機構立
川年金事務所☎（523）0352

地域支えあい寄付金を募集し
ます
コロナ禍で生活にお困りの方への支
援活動のため、寄付金を募集します。
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
ください問立川市社会
福祉協議会地域活動
推進課経営総務係☎
（529）8300

地域支えあい活動を助成します
新型コロナウイルス感染症拡大以降、
子どもたちや高齢者、障害者、生活困
窮者等への支援活動を行う団体等へ
助成をします。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▶助成対象期間＝6月1日
㈬〜令和5年3月31日㈮▶申請受付
期間＝令和5年2月28日㈫まで問立
川市社会福祉協議会
ボランティア・市民活
動センターたちかわ☎
（529）8323

「たちかわ若者サポートステ
ーション」の出張相談
15歳〜49歳の方の就労に関する相談
に応じます。直接会場へ時9月5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
子ども育成課青少年係・内線1306

特別相談｢多重債務110番｣
消費生活相談員が多重債務問題の専
門家を紹介します。☎（528）6810〔相
談直通〕へ対市内在住・在勤・在学の
方時9月5日㈪・6日㈫、午前9時〜
午後4時問生活安全課消費生活セン
ター係☎（528）6801

シニア

｢大切な方への絆ノート｣エン
ディングノート書き方セミナー

対65歳以上の市民の方時9月28日㈬
午後2時30分〜3時30分場柴崎学習
館定15人（申込順）申8月25日㈭から
南部西ふじみ地域包括支援センター
☎（540）0311へ

えっ意外！？実は大切な爪の
ケア
爪のトラブル予防法を学びます対65
歳以上の市民の方時9月16日㈮午後
2時〜3時30分場子ども未来センター
師介護福祉士・桐原直澄さん定15人
（申込順）申8月25日㈭午前9時か
ら南部東はごろも地域包括支援セン
ター☎（523）5612へ

みんなの介護教室
高齢期の排せつケアについて、実践を
交えて学びます時9月14日㈬午後1時
30分〜3時場西砂学習館定30人（申

お知らせ

協働のまちづくり推進事業補
助金～補助対象事業を募集
市は、市民活動団体がさまざまな団体
や市と協働して取り組む公益的な事
業に対し、必要な経費の一部を補助し
ています。この事業は、市民の皆さん
の地域課題解決に向けた主体的な取
り組みを支援するものです。なお、令
和5年度に市内で実施するなどの要
件を満たす必要があります。令和3年
度事業報告や応募方法等、くわしくは
市ホームページをご覧ください▶対
象事業▷協働事業＝市民活動団体な
どが他団体と協働して取り組む自主
的な活動で、公益性を有する事業▷ア
イデア提案事業＝市民活動団体など
が市に協働を提案して取り組む活動
で、公益性を有する事業▶補助内容
＝上限50万円（協働事業は対象経費
の2分の1以内）問市民協働課・内線
2627

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
からダウンロード可）をご覧ください
▶対象団体＝令和2年3月以前から継
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3万円を上限とし、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＝指定
の申請用紙に必要事項を書いて、直
接、または郵送で同協議会事務局（〒
190-0022錦町3-3-20たましんRIS
URUホール2階地域文化課内）内線
4502へ

歴史民俗資料館の臨時休館
歴史民俗資料館では、収蔵品や展示
資料保護のため、館内燻蒸消毒をし
ます。そのため、9月13日㈫〜16日㈮
は臨時休館します問歴史民俗資料館
☎（525）0860

宝くじの助成金で備品を整備
富士見町多
摩川団地自
治会は、一般
財団法人自
治総合セン
ターのコミ
ュニティ助
成事業によ
る宝くじの
助成金を受
け、地域活動
の促進等を行うための備品等を整
備しました。コミュニティ助成事業は、
宝くじの受託事業収入を財源として
行われています。コミュニティ活動の
促進と健全な発展を図るとともに、宝
くじの社会貢献広報を目的としてい
ます問市民協働課・内線2627

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可）を
ご覧ください▶対象事業＝4月1日〜
令和5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）＝11月8日㈫▶応募方
法＝申込書に必要資料を添付し、9月
30日㈮〔必着〕までに、直接、または郵
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

国民年金～障害基礎年金の受
給相談
国民年金加入中や20歳前に初診日
がある病気やけがによって、一定程度
の障害状態にある場合は、請求により
障害基礎年金が受けられる場合があ
ります（老齢基礎年金を受給していな
い方に限る）。障害基礎年金を受給す
るためには、さまざまな要件がありま
す。相談には時間がかかる場合もある
ため、あらかじめ電話予約をした上で
お越しください問市保険年金課国民

込順）申北部西かみすな地域包括支
援センター☎（536）9910へ

聞こえる生活を考える
耳が遠くなるとどのように聞こえるの
か、補聴器と集音器の違いなどを学
びます対65歳以上の市民の方時9月
30日㈮午後2時〜3時30分場子ども
未来センター師認定補聴器技能者・
石川洋文さん定15人（申込順）申8月
25日㈭午前9時から南部東はごろも地
域包括支援センター☎（523）5612へ

シニアのための交通安全教室
対65歳以上の市民の方時9月14日
㈬午後2時〜3時30分場子ども未来
センター師立川警察署の皆さん定15
人（申込順）申8月25日㈭午前9時か
ら南部東はごろも地域包括支援セン
ター☎（523）5612へ

官公署・その他

自殺防止！東京キャンペーン
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〜翌午前
2時30分▷8月30日㈫午後5時〜翌
午前2時30分▷8月31日㈬午後8時
〜翌午前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6日㈫〜9
日㈮、正午〜午後4時☎03（3796）
5453〔グリーフケア・サポートプラ
ザ〕
●自殺予防いのちの電話　▷9月10
日㈯午前8時〜11日㈰午前8時〔24
時間〕▷9月1日㈭〜30日㈮午後4時
〜9時☎0120（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 
といのちのほっとライン　9月10日
㈯〜14日㈬〔各日24時間〕☎0570
（087）478〔メンタルケア協議会〕
●自死遺族相談ダイヤル　9月12日
㈪〜14日㈬、午前10時〜午後8時☎
03（3261）4350〔全国自死遺族総合
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）

0180（994）223〜5開催案内・レース結果

●取手ＦⅠ＝8月29日〜31日●松阪
ＦⅡ＝8月29日〜31日●青森記念＝
9月8日〜11日●大垣ＦⅠ＝9月8日
（いずれも場外発売）

　Make sure you sort recycla-
bles and waste properly. For 
instructions, refer to Resources 
and Waste Collection Calendar, 
Handbook or Tachikawa City’s 
website. 

외국인 여러분들에게
　쓰레기 분리 수거에 협력을.분리 
수거하는 방법은 재활용 그리고 쓰
레기　수집 달력,핸드북,시 홈페이지
를 봐 주시기 바랍니다.

To All Foreign 
Residents of 

Tachikawa City
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敬启各位外国人士
　请您按类分好垃圾。分类方法
请参考收集月历，手册，市主页。
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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
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