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「くらしの相談日程」は毎月１回、１０日号に掲載します

催し・お知らせ・官公署その他

 

■立川の農業青年と交流してみ
ませんか？

　市の農業後継者組織「立川市農研会」
の独身会員が交流会を開催します。立
川産の野菜や果物を使ったスイーツ作
りや食事を楽しみながら、語らいの時
間を過ごしませんかa農業に関心のあ
る２０歳以上の独身女性の方s２月１０日
㈰午後２時からd市内レクリエーショ
ン施設と市内レストランg３，０００円l
１５人（抽選）q１月２５日（必着）までに電
話、またははがきに住所・氏名（ふり
がな）・年齢・電話番号・職業を書い
て産業振興課農業振興係・内線２６５０へ

■第４８回青少年健全育成研究大会～法務省
少年院面接委員が語る現代青少年の心

　全国の少年院・刑務所・拘置所の慰
問ボランティアを長年続け、非行少年
と本音で向き合ってきた講師から、「現
代青少年の心」について学びます。直
接会場へs２月２日㈯午後２時～４時
d女性総合センター f落語家・桂才賀
さんl１８０人（先着順）w市青少年問
題協議会事務局（子ども育成課内）・
内線１３０５

■法テラス・弁護士会共催の無
料法律相談会

　法テラス（日本司法支援センター）
は法的トラブルでお困りの方への情報
提供や法律相談、裁判代理費用の立て
替えなどを行う公益法人です。弁護士
会多摩支部との共催で、弁護士による
無料法律相談会を行います（１人３０分）
s１月３１日㈭午後１時３０分～４時４０分
d市民相談室（市役所３階）l５人
（申込順）q１月１５日から電話で生活
安全課市民相談係緯（５２８）４３１９へ

催　　し ■国際交流バレエ公演出演者募集
　平成２６年に開催する第６回国際交流
公演の参加者を募集します。英国王立
バレエ学校「エルムハースト」校の生
徒たちと共同で全幕物を予定。２月１７
日㈰にオーディションを行い、原則月
２回日曜日にレッスンを行います。優
秀な生徒には留学推薦も。くわしくは
ジャパン・インターナショナル・ユー
ス・バレエのホームページthttp:// 
www.jiyb.web.fc2.com/をご覧にな
るか、同バレエ団にお問い合わせくだ
さいa９歳～２２歳で、経験５年以上あ
る方f元ベラルーシ国立バレエプリン
シパル・アレキサンドル＝ブーべルさ
んq２月１０日までに直接、または電話
かファクスで同バレエ団〔柏町４害６５
害１２〕緯r（５３７）４７３１へw市地域文化
課・内線２６３６
 

■住宅用高効率給湯器等設置費
補助金の申請について

　住宅用高効率給湯器等設置費補助金
の申請を受け付けています。平成２３年
４月１日以降に設置した方で、希望す
る方は平成２５年３月３１日までに申請し
てくださいw環境対策課・内線２２４４

■雨水ますの清掃を実施
　市は、排水機能の回復と悪臭防止な
どのため、平成２５年３月まで市内の雨
水ますの清掃を行います。これは雨水
ますに堆積した落ち葉や土砂を取り除
くもので、１か所１５分程度の短時間の
作業ですので、ご協力をお願いします。
なお、雨水ますに落ち葉や吸殻・ごみ
を捨てると下水の詰まりや悪臭の原因
になります。また、ますのふたを開け
たりすることは危険ですので絶対にし

お知らせ

ないでくださいw下水道管理課維持
係・内線２２０５

■こんぴら橋出前ひろば～お休
みと代替え開催のお知らせ

　こんぴら橋会館の空調工事に伴い、
１月３１日㈭と２月２８日㈭のこんぴら橋
出前ひろばはお休みし、上砂第２学童
保育所で代替え開催します。また、３
月２８日㈭はお休みとなりますwひまわ
り子育てひろば緯（５２８）４３３５

■「都営村山団地（後期）建替事業」に関す
る環境影響評価調査計画書の縦覧など

　●縦覧　s１月２１日㈪～３０日㈬、午
前９時３０分～午後４時３０分（土曜・日
曜日を除く）d市環境対策課（市役所
２階）、武蔵村山市生活環境部環境課
（武蔵村山市役所）、東大和市環境部環
境課（東大和市役所）、都環境局都市
地球環境部環境都市づくり課（都庁）、
都多摩環境事務所管理課（錦町）
　●閲覧　s１月２１日㈪～３０日㈬、午
前９時３０分～午後４時３０分〔土曜・日曜
日・１月２８日㈪を除く〕d砂川学習館
　●意見書の提出　直接または郵送で
提出してください葛記載事項＝①事業
名②氏名と住所（法人その他の団体は、
名称、代表者の氏名、都内にある事務
所か事業所の所在地）③環境保全の見
地からの意見葛受付期間＝１月２１日～
２月１２日（消印有効）葛提出先＝都環境
局都市地球環境部環境都市づくり課
〔〒１６３害８００１新宿区西新宿２害８害１
都庁第二本庁舎８階〕緯０３（５３８８）３４４０
　w市環境対策課・内線２２４８

■「（仮称）IKEA立川建設事業」
の環境影響評価書の縦覧など

　●縦覧　s１月１１日㈮～２５日㈮、午
前９時３０分～午後４時３０分（土曜・日
曜日、祝日を除く）d市環境対策課
（市役所２階）、都環境局都市地球環境

部環境都市づくり課（都庁）、都多摩
環境事務所管理課（錦町）
　●閲覧　s１月１１日㈮～２５日㈮渇平
日＝午前１０時～午後７時渇土曜・日曜
日、祝日＝午前１０時～午後５時〔１月
１５日㈫・１７日㈭・２１日㈪を除く〕d市
中央図書館
　w都環境都市づくり課緯０３（５３８８）
３４４０、市環境対策課・内線２２４８
 

　●下水道モニター募集　モニターア
ンケートの回答や施設見学会への参加
などを行います。任期は４月１日から
１年間a４月１日現在、満２０歳以上で
都内在住の方（公務員、過去モニター
経験者、島しょ在住者を除く）で、ホ
ームページの閲覧とＥメールの送受信
ができる方l１，０００人程度（選考）q
２月２８月までに都下水道局ホームペー
ジthttp:/ /www.gesui.metro.tokyo. 
jp/からお申し込みをw同局総務部広
報サービス課緯０３（５３２０）６６９３
　●無料健康相談　一般社団法人東京
都総合組合保健施設振興協会が主催。
血管年齢、血圧、骨密度、体脂肪測定、
健康相談などs２月１６日㈯午後１時～
５時３０分（受け付けは５時まで）dアレ
アホール（JR立川駅南口「アレアレア
２」６階）l２００人（申込順）q多摩健康
管理センターホームページthttp:// 
tamakenshin.jpをご覧の上、２月１５
日までにお申し込みくださいw多摩健
康管理センター総務課緯（５２８）２０１１

官公署・その他

 

●１月９日～１１日（ＦⅠ）　 ●１月
１６日～１８日（ＦⅠ）　 ●１月１９日～
２２日（静岡記念全Ｒを場外発売）

開催案内・レース結果緯０１８０（９９４）２２３～５

くらしの相談日程
連　絡　先場　　所時　　間相　談　日相談項目

市民相談係
緯（５２８）４３１９

市民相談室９：３０〜正午第１〜第４月曜日

相続・金銭貸借・成
年後見等法律全般y

法
律
相
談

女性総合セン
ター・アイム
５階１３：３０〜１６：３０

第１木曜日

第２木曜日
市民相談室第３木曜日
柴崎学習館第４木曜日

あいあいステー
ション
緯（５４０）７４８４伊勢丹立川店

６階あいあい
ステーション

１３：００〜１６：００

第２日曜日、第１・
３・４・５土曜日

地域あんしんセ
ンターたちかわ
緯（５２９）８３１９

第２土曜日成年後見

市民相談係
緯（５２８）４３１９市民相談室

１３：３０〜１６：３０第１・３・４火曜日y相続・登記・成年後見等
１３：３０〜１６：２５第２・第４水曜日y税務相談

所得税、相続税、
贈与税等 あいあいステー

ション
緯（５４０）７４８４

伊勢丹立川店
６階あいあい
ステーション

１３：００〜１６：００
偶数月の第３日曜日

偶数月の第４日曜日y年金・労働相談
年金、労働問題、雇用保険等

市民相談係
緯（５２８）４３１９市民相談室

９：２０〜正午第１〜第４木曜日
第１・第３火曜日

y家事相談
夫婦間、親子間、
離婚問題等 １３：３０〜１６：１０第２・第４火曜日

１３：３０〜１６：３０
第２・第４水曜日y不動産相談

不動産の売買、賃貸借契約等
第１水曜日
１月は１６日水y交通事故相談

９：２０〜正午第２火曜日y行政手続相談
遺言書の作成等

８：３０〜１７：００
（正午〜
１３：００を除く）

月曜〜金曜日
u犯罪被害者等支援相談
u公益通報者保護相談
（外部通報窓口）

９：３０〜１１：４５
第１水曜日y人権悩みごと相談

不当な扱い、いやがらせ等

第３水曜日u行政相談
国等への苦情、要望等

消費生活センター
緯（５２８）６８１０

女性総合セン
ター・アイム
５階

９：００〜１６：００
（正午〜
１３：００を除く）

月曜〜金曜日
（第３木曜日は電話
相談のみ）

ui消費生活相談
契約トラブル・商品知
識・架空請求・多重債務

連　絡　先場　　所時　　間相　談　日相談項目

あいあいステー
ション
緯（５４０）７４８４

伊勢丹立川店
６階あいあい
ステーション

１３：００〜１６：００

偶数月の第１水曜日y高齢者福祉相談

第３火曜日y行政手続相談
遺言書の作成等

第２・第４火曜日y相続相談
第１火曜日y福祉のしごと相談

生活福祉課・
内線１５７８生活福祉課８：３０〜１７：００

（正午〜
１３：００を除く）

月曜〜金曜日yui女性相談

給付係・
内線１３４５子育て推進課月曜〜金曜日yui母子相談

ひとり親家庭の相談

子ども家庭支援
センター
緯（５２９）８５６６

子ども未来セ
ンター

９：００〜１７：００

月曜〜土曜日

yui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

子
ど
も
未
来
セ
ン
タ
ー
で
の
各
種
相
談

子ども家庭相談係
緯（５２８）６８７１

yui子育て家庭
の相談
子育て家庭への支
援の相談

発達相談係
緯（５２８）８５８６月曜〜金曜日

yui発達相談
子どもの発達が気
になるとき

教育相談係
緯（５２７）６１７１９：３０〜１７：００

月曜〜土曜日
（土曜日は学校生
活の相談のみ）

yi教育相談
学校生活や就学に
関すること

子育てひろば担当
緯（５２８）４３３５

子育てひろば
（児童館ほか）

１０：００〜正午
（一部午後あり）月曜〜金曜日ui乳幼児期

の相談
子育て
ひろば

社会福祉協議会
緯（５２９）８４２６

総合福祉セン
ター１３：００〜１６：００

第２・第４水曜日uiアルコール相談
木曜日uiふれあい相談

男女平等参画係
緯（５２８）６８０１

女性総合センター・
アイム５階１３：００〜１７：００火・水・土曜日

（土曜日は電話相談のみ）yiカウンセリング相談

たちかわ多文化
共生センター
緯（５２７）０３１０

女性総合セン
ター・アイム
５階

１３：００〜１６：００

第１・第４土曜日中国語
　

日
常
生
活
等

　

在
留
資
格
、

u
外
国
人
相
談

第２土曜日英語・ポルトガル語
第３土曜日英語・スペイン語
第５土曜日英語

※第１・２土曜日は行政書士、第３〜５土曜日は生活相談員が対応

y＝予約制　u＝直接会場（先着順）　※祝日を除く　i＝電話相談 市役所緯（523）2111


