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3－2－26子ども未来センター）へ直
接、または1月31日㈮〔消印有効〕まで
に書留郵便で提出してください問特
別支援教育課相談係☎（527）6171

市内に3か所ある市民農園のうち、次
の2園の利用者を募集します。
▶募集する区画=▷柴崎第3市民農園

（柴崎町4丁目）101区画▷幸第1市
民農園（幸町3丁目）55区画の合計
156区画（いずれも駐車場なし）▶応
募資格=平成26年1月10日現在市内
在住で、他の市民農園を利用してお
らず、利用期間中継続して管理できる
方(耕作・除草等の管理を2か月以上
放棄すると利用承認を取り消されま
す)▶利用期間=平成26年3月〜平成
28年1月末▶利用区画＝1区画約10
㎡▶利用料金=8,000円（利用期間23
か月分）▶申込方法=1月24日㈮〔必
着〕までに往復はがきに希望農園名と
住所、氏名（利用者本人）、年齢、電話
番号を書いて柴崎福祉会館（〒190－
0023柴崎町5－11－26）へ。抽選の
結果は応募者全員にはがきでお知ら
せします。申し込みの際は次の事項に
ご注意ください▷応募はがきは1世帯
1枚のみ▷利用の権利の譲渡、転貸は
できません▷申し込みは利用者（耕作
する方）のみ問高齢福祉課生きがい
づくり係〔柴崎福祉会館内〕☎（523）
4012

採用試験（作文と面接）は2月9日㈰
実施。くわしくは、申込書と同時に配
布する試験案内をご覧ください▶対
象=次のいずれかに該当し、臨床心
理の実務経験が3年以上の方①臨床
心理士の資格を有する方②臨床発
達心理士の資格を有する方③大学
または大学院で心理学を主として専
攻し修了した方▶勤務・報酬=週5日・
月額291,700円または週4日・月額
233,400円、午前9時〜午後5時▶募
集人数=若干名▶採用日=4月1日▶応
募方法=申込書〔特別支援教育課（子
ども未来センター内）で配布。市ホー
ムページからもダウンロードできま
す〕に必要事項を書いて添付書類を
付けて1月20日㈪〜31日㈮、午前9時
〜午後5時（日曜日は除く）に、特別支
援教育課相談係（〒190－0022錦町

10日㈮から男女平等参画課☎（528）
6801へ

東京学芸大学との連携事業。同大学
の学生が、地域の団体などと協力し、
地域や世代間の交流をテーマに、食・
アート・ものづくり・親子・特産物など
のコーナーを企画。餅つき体験やポッ
プコーンの販売も。直接会場へ時1月
25日㈯午前10時〜午後4時場錦学習
館費一部有料（材料代等）問錦学習館
☎（527）6743

国立音楽大学在学の4人組「V
バ ニ ラ

aniglia」
によるピアノ、バイオリン、声楽の生
演奏を間近に楽しめるコンサート対
小さな子どもから大人まで時2月9日
㈰午前11時〜午後0時30分場西砂
学習館定50人（申込順）申1月10日㈮
から西砂学習館☎（531）0431へ

いずれも直接会場へ場さかえ会館
▶子育てシンポジウム「子育てバリア
フリーについて」=時1月18日㈯午前
10時〜正午師ライフプランナー・和
田修一郎さんほか定150人（先着順）
保10人〔要予約。1月10日㈮から〕
▶色々なワークショップを楽しもう=時
1月18日㈯午後1時〜4時費500円程
度（材料代）
会場の都合上、可能な限りベビーカー
の乗り入れはご遠慮ください。
問立川市社会福祉協議会☎(537)
7147Fax(537)7157

時1月30日㈭午後1時30分〜4時40分
（1人30分）場市民相談室（市役所3
階）定5人（申込順）申1月14日㈫から
生活安全課市民相談係☎（528）4319
へ

立川市民オペラの会による、歌劇「ア
イーダ」より「清きアイーダ」「勝って
帰れ」ほか（予定）。直接会場へ時2月
3日㈪午後0時20分〜0時50分場市
役所1階多目的プラザ問地域文化課・
内線2636

劇団小さなお城の人形劇。「雪の女
王」は人間の心の力、美しさを描いた
感動のアンデルセン童話です。「おこ
すなキケン」を同時上映時2月13日㈭
午後2時〜3時場幸学習館定130人
(申込順)申1月10日㈮から幸学習館☎

（534）3076へ

手軽にできる指ヨガで、日ごろの疲
れをリフレッシュ対学齢前の双子・
三つ子を育てている方時1月24日㈮
午前10時〜正午場子ども未来セン
ター師健康運動指導士・中村真奈子
さん持飲み物、動きやすい服装、バス
タオルまたはヨガマット、ストレッチ
用の手ぬぐい（タオル）定15人(申込
順)保14人（1歳〜学齢前。1歳未満
は要相談）申1月10日㈮午前10時か
ら電話で子ども家庭支援センター☎
(528)6871 へ

楽しみながら子どもと一緒に成長で
きるスター・ペアレンティングを学び
ます対子育て中（予定）の方（祖父母
可）時2月10日・17日・24日、3月3日
の月曜日、午前10時30分〜午後0時
30分（全4回）場 女性総合センター
師スター・ペアレンティングファシリ
テーター 山本智子さん定20人（申込
順）保12人程度（1歳〜学齢前）申1月

幸こども観劇会「雪の女王」

わくわく！一緒に楽しむ音楽会

嘱託職員（教育相談員）

立川市役所ロビーコンサート

ファミリーフェスタ in 立川

イライラとさようなら「叩かず
甘やかさず子育てする方法」

法テラス・弁護士会共催の無料
法律相談

市民農園の利用者

プレ錦まつり〜学芸大生と過ご
す錦学習館の一日

双子ちゃん・三つ子ちゃんのマ
マパパ集まれ!〜指ヨガ・スト
レッチ

催し

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

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
※1月はお休み

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

●1月15日〜17日（宇都宮FⅠ全Rを
場外発売）　●1月18日〜21日（大宮
記念全Rを場外発売）

0180（994）223～5開催案内・レース結果


