
お知らせ

ファーレ立川アート2019カレ
ンダーを販売中

「第４回ファーレ立川アート写真コン
テスト」の入賞作品を掲載した2019
年のオリジナルカレンダーを販売し
ています（税込540円）。A５サイズの
卓上タイプで、ポストカードとしても
使用できます。利益は全額「ファーレ
立川アート」の保全・活用事業に活
用されます▶販売場所＝オリオン書
房ノルテ店（曙町2-42-1パークアベ
ニュー３階）、Cafeはぁもにぃ♪（市役
所１階）問ファーレ立川アート管理委
員会事務局（市地域文化課内）内線
4501

大町市の年越しそば、杵つき餅
の予約受付中

姉妹都市・長野県大町市の信州そば
と、おいしい水で育ったお米で作る
つきたてのお餅で新しい年を迎えま
せんか。予約の方のみの販売で、代
金は先払いです▶年越しそば＝１袋
２食入、つゆ付き、税込386円▶杵
つき白餅＝１袋６切入、300g、税込
645円▶予約締切＝12月22日㈯▶
受け取り＝12月24日（月・休）～31日
㈪午後５時問立川市・大町市観光情
報プラザ☎（519）3086

海外転出時の国民年金

海外に転出すると国民年金は強制加
入ではなくなりますが、日本国籍の方
であれば国民年金に任意加入するこ
とができます。年金保険料の納付済
期間に応じた基礎年金の受給、また
死亡したときや障害が残ったときに
は、遺族基礎年金や障害基礎年金が
請求できます。任意加入の申し込みに
は、国内にいる親族等の協力者が必
要です。希望する方は、事前にお問い
合わせください問▷これから海外に
転出する方＝市保険年金課国民年金
係・内線1394▷現在海外に居住して
いる方、日本国内に住所を有したこと
がない方＝日本年金機構立川年金事
務所☎（523）0352

成人を祝うつどい

市と成人を
祝うつどい
実行委員会
は、成人を
迎える若者
たちの門出
を祝福する
ため、「成人を祝うつどい」を開催しま
す。対象は平成10年４月２日～平成
11年４月１日に生まれた新成人、約
1,800人。郵送する案内状の封筒が
入場券になります。公共の交通機関
をご利用ください。
●日時　平成31年１月14日（月・祝）
正午から（午前11時開場）
●場所　たましんRISURUホール

●内容　▶記念式典＝吹奏楽演奏
（立川市吹奏楽団）、励まし・お祝い
の言葉（市長、市議会議長）、新成人
の言葉▶記念アトラクション＝恩師ビ
デオメッセージ、昭和第一学園高等
学校女子ダンス部、新成人実行委員
会企画ほか▶交流会場（地下展示室）
＝懐かしの給食を提供する無料喫茶
コーナー、くるりん・ウドラとの記念撮
影コーナー
問子ども育成課青少年係・内線1306

最新情報は
公式ＳＮＳで

#Tag magazine vol.2「立川を飲もう！」
　「#Tag magazine（ハッシュタグマガジン）」
は、立ち寄りたくなる、通いたくなるまちを応
援するフリーマガジンです。第２号の特集は、
「立川を飲もう！」。市内のクラフトビールや
広島県呉市との新たな取り組み「立川レモン
プロジェクト」をはじめ、女性がひとりでも飲
めるお店やカクテルレシピなどを紹介してい
ます。
配布場所：市広報課（市役所２階42番窓口）、
オリオン書房（ルミネ店、ノルテ店など）
問広報課シティプロモーション担当・内線2747

12月１日に、マガジン発行イベントを行
いました。参加した皆さんは、「立川レモ
ンプロジェクト」の裏話や、市内在住の
ミュージシャン・樽木栄一郎さんのライ
ブなどを楽しみながら、立川産のクラフ
トビールや
レモンの飲
み物で「立
川を飲もう！」
を満喫して
いました。

InstagramFacebook

相談項目 相談日 時　間 場　所 連絡先
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予成年後見相談 第2土曜日

13:00～16:00

総合福祉セン
ター

地域あんしんセ
ンターたちかわ
☎（529）8319予相続相談 第2・第4火曜日

予法律相談 第3土曜日 社会福祉協議会
☎（529）8300

直 アルコール相談 第2・第4水曜日 社会福祉協議会
☎（529）8426

直 くらしや仕事の相談 月曜～金曜日  8 :30～17:15
くらし・しごとサ
ポートセンター
☎（503）4308

予精神障害者の家族相談 第2月曜日（祝日の
場合は第3月曜日）13:30～16:30

立川麦の会
☎（563）4569

予直 女性相談
月曜～金曜日

 8 :30～17:00
（正午～13:00
を除く）

生活福祉課 生活福祉課・
内線1545

予 母子相談
ひとり親家庭の相談 子育て推進課 手当・医療費給

付係・内線1345
子
ど
も
未
来
セ
ン
タ
ー
で
の
各
種
相
談

予直 子ども総合相談受付
どこに相談したらいいか分か
らない子どもに関する相談 月曜～土曜日

 9 :00～17:00 子ども未来センター

子ども家庭支援
センター
☎（529）8566

予直 子育て家庭の相談
子育て家庭への支援の相談

子ども家庭相談係
☎（528）6871

予直 発達相談
子どもの発達が気になるとき

月曜～金曜日、
第1・第3土曜日

発達支援係
☎（529）8586

予 教育・就学相談
学校や家庭での悩み・就学
相談

月曜～土曜日
（就学相談は第
2土曜日のみ）

教育支援課相
談係
☎（527）6171

子育て
ひろば 直 乳幼児期の相談 月曜～金曜日 10:00～正午

（一部午後あり）
子育てひろば
（児童館ほか）

子育てひろば担当
☎（528）4335

日
常
生
活
等

在
留
資
格
、

直
外
国
人
相
談 

中国語 第1・第4土曜日
13:00～16:00

女性総合セン
ター・アイム
5階

たちかわ多文化
共生センター
☎（527）0310

英語・ポルトガル語 第2土曜日
英語 第3・第5土曜日
第1土曜日は行政書士と生活相談員、第2・第3土曜日は行政書士、第4・第5土曜日
は生活相談員が対応

市役所☎（523）2111くらしの相談日程 予=予約制　直=直接会場（先着順）　 =電話相談　祝日と12月29日㈯～1月3日㈭はお休み

相談項目 相談日 時　間 場　所 連絡先

予法律相談
相続・金銭貸借等、民事的な
法律全般

第1～第4月曜日  9 :30～正午 市民相談室

市民相談係
☎（528）4319

第1木曜日

13:30～16:30

女性総合セン
ター・アイム5階

第2木曜日 たましんRISU
RUホール5階

第3木曜日 市民相談室

第4木曜日 立川タクロス
1階

予相続・登記・成年後見等 第1・第3・第4火曜日 13:30～16:30

市民相談室

予税務相談
所得税、相続税、贈与税等 第2・第4水曜日 13:30～16:25

予家事相談
夫婦間、親子間、離婚問題等

第 1 ～第4木曜日
第 1 ・第3火曜日  9 :20～正午

第2・第4火曜日 13:30～16:10
予不動産相談
不動産の売買、賃貸借契約等 第2・第4水曜日 13:30～16:30

予交通事故相談 第1水曜日 13:30～16:00
予行政手続相談
在留資格・帰化、相続・遺言 第2火曜日  9 :20～正午

犯罪被害者等支援相談
月曜～金曜日

 8 :30～17:00
（正午～13:00
を除く）

公益通報者保護相談
（外部通報窓口）
予人権悩みごと相談
不当な扱い、いやがらせ等 第1水曜日

 9 :30～11:45
予行政相談
国等への苦情、要望等 第3水曜日

直 消費生活相談
契約トラブル、商品知識、架
空請求、多重債務

月曜～金曜日
（第3木曜日は電話
相談のみ）

 9 :00～16:00
女性総合セン
ター・アイム
5階

消費生活センター
☎（528）6810

予 カウンセリング相談
火曜・水曜・土曜日
（土曜日は電話相
談のみ）

13:00～17:00 男女平等参画係
☎（528）6801

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●12月13日〔伊東温泉記念を場外
発売〕●12月14日～16日〔立川FⅡ、
伊東温泉記念を併売〕●12月21日～
24日〔佐世保記念を場外発売〕

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

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

平成30年（2018年）12月10日


