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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

■図書館使いこなし術「上手に
本を探すには」（小・中学生編）

　●小学生編「本のたんてい修行」　
調べ物をするときの本探しのコツをク
イズ・実習などで学び、図書館内を見
学しますa小学４年～６年生s７月２５
日㈭午後１時３０分～４時d中央図書館
l１０人（申込順）
　●中学生編「あなたも１日図書館員」
　図書館の仕組みや普段見られない裏
側など、実習を交えて
学びますa中学生s７
月２６日㈮午前９時～午
後３時d中央図書館l
４人（申込順）
　q６月１１日から直接
または電話で中央図書
館緯（５２８）６８００へ

■子育て情報紙「ほほえみ」を
発行しました

　「ほほえみ」は、保育園や幼稚園の
園庭開放やイベント情報など、子育て
中の家庭に役立つ情報紙です葛配布場
所＝子ども家庭支援センター、子育て
ひろば、子育て推進課、窓口サービス
センター、東部・西部・富士見連絡所、
児童館、地域学習館、図書館、保育園、
幼稚園、健康会館（子ども未来センタ

ーホームページthttp://t-mirai.com
でもご覧になれます）w子ども未来セ
ンター子育て支援事務室緯（５２９）８６６４

■１分１秒を争う赤ちゃん・子
どもの緊急事態の手当

　大切な子どもの命を救うには、救急
隊に引き継ぐまでの数分間が鍵。救命・
応急手当を講義と子どもの人形を使っ
た実技で身に付けましょう。企画は「子
育て・いれかわりたちかわり」a乳幼
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市民相談係
緯（５２８）４３１９

市民相談室９：３０〜正午第１〜第４月曜日
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女性総合センター・
アイム５階

１３：３０〜１６：３０

第１木曜日

子ども未来センター第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
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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
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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土曜日

奇数月の第３土曜日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y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
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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〜
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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
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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（５２９）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）６１７１

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
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第２土曜日英語・
ポルトガル語

第３・第５土曜日英語
※第１・第２土曜日は行政書士、第３〜第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

■多摩・島しょ広域連携活動事
業　スナッグゴルフ体験塾

　「スナッグゴルフ」はプラスチック製
のクラブと軟らかいボールを使う、本
物のゴルフに近い競技ですa立川・昭
島・東大和・武蔵村山市に在住・在学

児の保護者と子ども支援活動者s６月
３０日㈰①午前１０時～正午②午後１時３０
分～３時３０分d子ども未来センター
f応急手当プログラム認定講師・中村
智子さんg５００円（材料代）k①１０人
程度（１歳～学齢前）②見守り保育
（０歳）l各１６人（申込順）q６月１０
日午前１０時から電話で子ども家庭支援
センター緯（５２８）６８７１へ

■おもちゃの病院
　子どもたちの物を大切にする心を育
てるため、壊れたおもちゃを修理しま
す。１世帯２点で先着４０点まで。壊れ
た部品なども一緒にお持ちください。

部品代がかかる場合は実費負担です。
直せない物もあります。直接会場へa
市内在住の方s６月２２日㈯午後１時～
３時d女性総合センターw生活安全
課消費生活センター係緯（５２８）６８０１

■にしき子育てひろば講座～親子体操
　親子でスキンシップしながら体操を
しますa①０歳児とその保護者②一人
で歩ける１歳～２歳児とその保護者s
６月１７日㈪①午前１０時３０分から②午前
１１時３０分からd錦児童館f保育士・加
藤博代さんl各１５組（いずれも申込順）
q６月１０日から電話で錦児童館緯
（５２５）６６８４へ

人）に住所、氏名（ふりがな）、性別、
学年、身長、右打ちか左打ち、保護者
氏名、緊急連絡先電話番号、保護者の
昼食の有無を書いて「スナッグゴルフ
体験塾」実行委員会事務局〔〒１９６害
８５２２昭島市田中町６００昭和飛行機工業
㈱管理本部地域振興推進室内〕緯（５４１）
４９５７へw市子ども育成課・内線１３００

■夏！体験ボランティア
　夏休み期間を利用してボランティア
活動を体験しませんか。高齢者施設で
の話し相手や納涼祭のお手伝い、障害
のある方とのレクリエーション、保育
園や子どもたちが利用する施設で一緒
に遊ぶなど、さまざまなプログラムが
あります。くわしくは６月１７日㈪から
「市民活動センターたちかわ」と「伊
勢丹立川店６階あいあいステーショ
ン」で配布の活動先一覧表を受け取る
か、８０円切手同封の上、住所、氏名、
電話番号を書いて「市民活動センター
たちかわ」（〒１９０害００１３富士見町２害
３６害４７）へ郵送で資料請求してくださ
いw市民活動センターたちかわ緯
（５２９）８３２３

の小・中学生。保護者の観戦可s７月
２５日㈭午前８時３０分～午後３時３０分d
昭和の森ゴルフコース（昭島市）
g２，５００円（保険料、昼食代ほか。昼
食を希望する保護者は１，０００円）l１９２
人（抽選）q６月２５日（消印有効）ま
でに、はがき（１通につきお子さん１

子育てを応援子育てを応子育てを応援援
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