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就職・創業・経営などに関して知りた
い・相談したいことがある方を対象に
セミナーと個別相談会を開催時▶創業
支援セミナー＝11月19日㈫午前10時
30分〜正午▶就活セミナー＝11月22
日㈮午前10時30分〜正午▶個別相談
＝11月19日㈫・22日㈮、午後1時〜5時
場中央図書館師ネイリスト・永富麻里
会さんほか定セミナーは各16人（申込
順）申中央図書館☎（528）6800へ問
産業振興課商工振興係・内線2644

交通安全の話やDVDの上映のほか、
自転車シミュレーターで交通ルールや
自転車の安全な乗り方を学びます。反
射材用品のプレゼントのほか、自転車
来場者で希望者には自転車マスタード
ライバー証を交付。立川警察署、立川
国立地区交通安全協会と市の共催対
市内在住の小学生と保護者 (必ず保
護者同伴)時11月17日㈰午前10時〜
11時場立川警察署（緑町）定30組（申
込順）申11月15日㈮までに電話で立
川警察署交通総務係☎(527)0110へ
問市交通対策課・内線2280

作付計画や、種・苗、農具などの用意
は農園主が行うので、初心者でも安
心して農作業を体験し、収穫できま
す。1区画当たりの面積は約30㎡。利
用期間は平成27年1月まで（更新可）。
車での通園はできません▶とちの木
農園（西砂町6丁目、農園主・石塚保さ
ん）＝3区画▶とのがやおかず畑（西
砂町6丁目、農園主・石塚和生さん）＝

20区画▶ひまわり農園（若葉町2丁目、
農園主・鈴木豊さん）＝10区画▶スマ
イル農園（幸町5丁目、農園主・豊泉裕
さん）＝20区画▶太陽農園（若葉町1
丁目、農園主・尾崎義彦さん）＝20区
画対原則として市内在住で、利用期
間内に継続して農作業に取り組める
方費1区画4万円申11月29日㈮〔必
着〕までに、はがき（1世帯1枚）に希望
する農園名・住所・氏名（ふりがな）・
年齢・電話番号を書いて、産業振興課
農業振興係・内線2650へ

小児がん治療の最前線で子どもたち
に寄り添い続ける医師の姿を描いた
ドキュメンタリー映画。直接会場へ時
12月7日㈯午前10時〜正午場女性総
合センター１階ホール定196人（先着
順）問南部西ふじみ地域包括支援セン
ター☎（540）0311

立川産野菜の収穫体験と食事会対農
業に関心のある20歳以上の独身女
性時11月23日㈷午後3時から場市内
の圃場とレストラン定15人（抽選）費
4,000円申11月18日㈪〔必着〕までに
電話または、はがきに住所・氏名・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

対乳幼児とその保護者時11月20日
㈬午前10時30分〜11時30分場上砂
児童館師医師・田中こずえさん定20
組（申込順）申11月10日㈰から、かみ
すな子育てひろば☎（535）1557へ

50店舗が出店するほか、地元野菜販
売や軽食コーナーもあります。マイ
バッグ持参で直接会場へ。駐車場は
ありません。ペットは入場できません。
なお、出店者の募集は終了しました時
11月17日㈰午前10時〜午後2時（雨
天実施）場立川競輪場問生活安全課
消費生活センター係☎（528）6801

まち歩き観光ボランティア「たちかわ
まちの案内人」が、立川の秋を案内し
ます▶コース＝玉川上水駅南口〜清
流復活の碑〜新堀分水の狸掘り〜川
越道緑地〜古民家園〜スマイル農園
〜鷹の道〜国分寺崖線〜玉川上水駅
南口時11月27日㈬午前9時15分〜
正午（予定）場玉川上水駅南口集合費
500円（資料代・保険料・お土産代）定
20人（申込順）申電話で立川観光協
会☎（527）2700へ

立川市社会福祉協議会では、平成27
年度から5年間の「地域福祉活動計
画」を市民参加のもとに策定します。
懇談会では、より暮らしやすい町にす
るために何ができるかを話し合い、計
画に反映していきます。どなたでも参
加可能。直接会場へ時・場▶富士見
町＝11月19日㈫午後7時〜9時、滝ノ
上会館▶幸町＝11月30日㈯午前10
時〜正午、幸学習館▶錦町＝12月17
日㈫午後7時〜9時、子ども未来セン
ター問同会総務係☎（529）8300

私が案内する武蔵野の秋

催し

親子自転車教室

体験型農園入園者募集

予＝予約制 直＝直接会場（先着順）　※祝日を除く ＝電話相談

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 子ども未来
センター

第3木曜日 市民相談室
第4木曜日 柴崎学習館

日曜日

13：00〜16：00
伊勢丹立川店
６階あいあい
ステーション

あいあいステー
ション
☎（540）7484

成年後見 第２土曜日
地域あんしんセ
ンターたちかわ
☎（529）8319

予相続・登記・成年後見等 第１・３・４火曜日 13：30〜16：30 市民相談室 市民相談係
☎（528）4319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
偶数月の第3土曜日

13：00〜16：00
伊勢丹立川店
６階あいあい
ステーション

あいあいステー
ション
☎（540）7484

予年金・労働相談
年金、労働問題、雇用保険等 奇数月の第3土曜日

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

市民相談室 市民相談係
☎（528）4319

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
予行政手続相談
遺言書の作成等 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
（正午〜13：00
を除く）

女性総合セン
ター・アイム
５階

消費生活センター
☎（528）6810

相談項目 相談日 時　間 場　所 連絡先
予高齢者福祉相談 偶数月の第１水曜日

13：00〜16：00
伊勢丹立川店
６階あいあい
ステーション

あいあいステー
ション
☎（540）7484

予行政手続相談
遺言書の作成等 第3火曜日

予相続相談 第2・第4火曜日
予福祉のしごと相談 第1火曜日

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１578

予直 母子相談
ひとり親家庭の相談 子育て推進課 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 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）

特別支援教育課
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

直 アルコール相談 第2・第4水曜日
13：00〜16：00 総合福祉セン

ター
社会福祉協議会
☎（529）8426直 ふれあい相談 木曜日

※11月21日はお休み

予 カウンセリング相談
火・水・土曜日

（土曜日は電話相
談のみ）

13：00〜17：00
女性総合セン
ター・アイム
５階

男女平等参画係
☎（528）6801

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・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

市役所☎（523）2111くらしの相談日程

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●11月9日～12日（取手記念全Rを場
外発売）　●11月19日～21日（FⅠ）

子どもの体のシグナルを感じとろう

地域懇談会

図書館でできるビジネス相談

立川の農業青年と
交流してみませんか

映画「大丈夫。」上映会

11月18日㈪〜24日㈰は受付時間を
延長するほか、土曜・日曜日も相談を
受け付けます▶受付時間▷平日＝午
前８時30分〜午後7時▷土曜・日曜日
＝午前10時〜午後5時▶電話番号＝
☎0570（070）810問東京法務局人権
擁護部☎03（5213）1234

平成26年度採用の職員を募集しま
す。くわしくは財団ホームページHP

http://tachikawa.chiikibunka.
or.jp/をご覧ください▶業務=文化
芸術の鑑賞・普及・支援に関する事
業、地域コミュニティの振興に関する
事業の企画・運営等▶応募資格=昭和
57年4月2日以降に生まれた方▶採
用人数=1人（選考）▶申込書・試験案
内=財団事務室（子ども未来センター
地下1階）、市役所1階総合案内、窓口
サービスセンター（女性総合センター
1階）、錦・東部・西部・富士見連絡所、
各学習館で配布しています。財団ホー
ムページからも印刷できます▶申込
期日=郵送は11月19日㈫〔消印有効〕、
持参は11月21日㈭〜24日㈰問立川
市地域文化振興財団☎（526）1312

女性の人権ホットライン強化週間

官公署・その他

募集

立川市地域文化振興財団職員

たちかわフリーマーケット村


