催し
企画展「新収蔵品展」
今年度新たに寄贈された資料を紹介
します。農具や民具、写真など約30点
を展示。直接会場へ 時 3月15日㈯〜
4月20日㈰、午前9時〜午後4時30分
(毎週月曜日休館)。なお次の催しも
開催▶展示解説＝手回し蓄音機でレ
コードを聴こう時 3月23日㈰午後2時
から
（20分間）場・問 歴史民俗資料館
☎(525)0860

古民家園でお茶を楽しみませんか
茶たては生涯学習市民リーダー・鎌
田美貴子さん。直接会場へ 時 3月16
日㈰午前11時〜午後1時（受け付け
は午後0時30分まで。材料がなくなり
次第受付終了）場 川越道緑地古民家
園 費 お菓子付きは実費200円 問 歴史
民俗資料館☎(525)0860

こどもも大人も楽しめる、春の
はた織りまつり
作品展示や本格的な機織り機が体験
できるミニ体験教室、真綿作りなど。
直接会場へ 対 ミニ体験教室は小学3
年生以上（小学2年生以下は保護者
同伴）時 3月30日㈰▷午前の部=午前
10時〜11時30分▷午後の部=午後1

募集
休日急患診療所看護師
▶業務=内科・小児科担当▶勤務日時
=日曜日・祝日・年末年始の1か月当た
り2日程度（交代制6時間勤務）▶報
酬=市の規定による▶募集人数=若干
までに
名（選考）申 3月25日㈫〔必着〕
写真を貼った履歴書に看護師資格を
証明できるものの写しを添えて、郵送
で健康推進課業務係〔〒190－0011
高松町3－22－9〕
☎
（527）3272へ

中学校部活動の指導員等
応募者を登録し、随時各学校への支
援を依頼します 対 18歳以上の方（高
校生を除く）▶外部指導員=部活動
（体育系、文化系とも）での技術的な
指導。謝礼は1日1,500円（2時間以

上）▶緊急派遣指導員=顧問教員の
急な不在時の指導。謝礼は1日1,500
円（2時間以上）▶サポーター=部活
動の安全確保のための校内巡回と部
活動全体の見守り。謝礼は1日1,000
円（1時間以上）申 いずれも4月7日㈪
〔必着〕までに、応募用紙〔指導課（市
役所2階）
と各中学校で配布〕に必要
事項を書いて直接、
または郵送で、指
導課・内線2487へ

ハートフルフレンド

時〜2時30分 場 歴史民俗資料館 師 歴
史民俗資料館ボランティアグループ
とんからりんの皆さん 費 ミニ体験参
加の方のみ100円〜500円（材料代）
問 歴史民俗資料館☎(525)0860

親子自転車教室
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
市内在住の小学生の子どもと保護者
(必ず保護者同伴) 時 3月16日㈰午前
10時〜11時 場 立川警察署（緑町）定
10組（申込順）申 3月15日㈯までに立
川警察署交通総務係☎(527)0110
へ 問 市交通対策課・内線2280

立川まんがぱーく大市

ども未来センター 問 子ども未来セン
ター☎
（529）8682

市営葬儀説明会

立川市斎場指定管理者の立川市シ
ルバー人材センターが、市営葬儀に
国立音楽大学学生による
「キアロ・サ
ついて説明します。直接会場へ 時 3
クソフォーン・クァルテット」
コンサー
月25日㈫午前10時〜11時 場 立川市
ト。
ビゼー作曲「カルメン幻想曲」
ほか。 斎場（羽衣町3－20－23）問 同斎場☎
直接会場へ 時 4月17日㈭午後0時20 （524）1998
分〜0時50分 場 市役所1階多目的プ
特別相談「若者のトラブル110
ラザ 問 地域文化課・内線4501

立川市役所ロビーコンサート

番」
を開設

春休み元気いっぱい親子こん
さーと
「音楽動物園」

若者のトラブルに関する特別相談を
都との連携で実施します。来所また

動物の歌、手遊びの歌など、子ども
向けの楽しいコンサートです。全席
指定 時 3月26日㈬午前10時30分開
演 場 たましんRISURUホール（立川
市市民会館）小ホール 費 小人（3歳以
上）800円、大人1,500円（当日券各
100円増）定 246人（申込順）問 多摩
ミュージック21☎（505）7383、市地

は電話☎（528）6810〔相談直通〕で
ご相談ください 対 市民の方 時 3月17
日㈪・18日㈫、午前9時〜午後4時（正
午〜午後1時を除く）場 消費生活セン
ター（女性総合センター5階）問 生活
安全課消費生活センター係☎（528）
6801

親子サークルをつくろう!

域文化課・内線4501

同じ年齢のお子さんを持つ親同士で
サークルづくりをし、楽しい子育ての
時期を過ごしませんか 対 0歳・1歳・2
歳の子どもとその保護者 時 ▷0歳=3
月26日㈬▷1歳=3月27日㈭▷2歳=3
月28日㈮の午前10時〜正午 場 子ど
も未来センター 定 各10組（申込順）申

宇宙を知る!宇宙ステーション
生活と真空の不思議実験

フリーマーケットは、出店数が増え、 対 小学4年生以上 時 3月28日㈮午後
古着や雑貨などが充実。旬の野菜・果
2時〜3時30分 場 若葉会館 師 宇宙航
空研究開発機構（JAXA）特任担当
物の販売、
「大福引き」
など。直接会場
役・大嶋龍男さん 定 40人（申込順）申
へ。
出店申し込みも随時受け付けてい
3月11日㈫から若葉図書館☎（535）
ます
（運営協力金500円）時 4月6日㈰
午前9時〜午後3時（小雨決行）場 子
8841へ

て、児童・生徒の学校不適応を未然に
防ぐことを目的としています。4月か
ら勤務できる方を募集します▶対象
=心理学または教育学を専攻してい
る大学生または大学院生など▶時給
=990円▶勤務日数・時間=週1日・5
時間、
または6時間 申 3月28日㈮まで
に写真を貼った履歴書を、直接また
は郵送で、特別支援教育課〔〒1900022錦町3－2－26子ども未来セン
ター内〕☎
（527）6171へ

嘱託職員（地域経済活性化推進員）
試験日は3月23日㈰。
くわしくは産業
振興課（市役所2階）
・窓口サービスセ
ンター（女性総合センター1階）で配
布する募集案内をご覧ください▶対
象=中小企業支援機関や地域金融機
関等の勤務または中小企業診断士と
しての中小企業支援の実務経験が5
年以上あり、経営相談や融資相談等
を通じて中小企業支援に精通してい
る方。パソコン操作、窓口応対などが
できる方▶業務=創業・起業、就業等
に関する相談業務および関連事務な

ど▶募集人員=1人（選考）
▶雇用期間
=採用日〜平成27年3月31日
（更新あ
り）
▶勤務=週4日（土曜勤務あり）
▶
問
報酬=月額27万円 産業振興課商工
振興係・内線2644

りんごの木のオーナー
だいほく

ハートフルフレンドとは▷児童・生徒

姉妹都市・長野県大町市の大 北農協

の兄や姉に近い世代の存在として、授
業観察や遊び等を通して、相談相手
や理解者となる▷教職員等と連携し

は、立川市民向けにりんご樹木のオー
ナーを募集します。樹木は栽培農家
が責任を持って管理し、オーナーは

3月10日㈪午前10時から電話で子育
て支援事務室☎
（529）8664へ

秋に実ったりんごを収穫できます▶

他の市民農園を利用していない▷利
用期間中継続して管理できる(耕作・

料金＝①ふじ
（わい化樹）1本26,500
円、約180玉収獲②ふじ
（普通樹）1本
52,900円、約400玉収獲▶応募条件

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4月〜平成28年1月

＝秋に収穫に来られる方▶締め切り
＝3月31日㈪〔契約総本数405本に達
した場合、募集終了〕
▶申し込み＝大

末▶利用区画=1区画約10㎡▶利用
料金=7,480円（利用期間22か月分）
▶申込方法=3月18日㈫〔必着〕
までに
往復はがきに農園名と住所、氏名（利

北農協りんごオーナー事務局☎0261
（22）7710Fax0261（23）3001

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

市民農園利用者を追加募集
市内に3か所ある市民農園のうち、次
の農園の利用者を追加募集します。
▶追加募集する区画=柴崎第3市民農
園（柴崎町4丁目）の13区画（駐車場
なし）
▶応募資格=次の要件をすべて
満たす方▷3月10日現在市内在住▷

消費者の 目

5－11－26）へ▶注意事項=▷応募は
がきは1世帯1枚に限ります▷利用の
権利の譲渡、転貸はできません▷利用
者（耕作する方）本人が申し込んでく
ださい 問 高齢福祉課生きがいづくり係
〔柴崎福祉会館内〕☎（523）4012

ネット通販

第179回

事業者の情報をよく確認しましょう
インターネット通販で、外国ブラン
ド物の靴やバッグなどを注文した方
からの相談が最近数多く寄せられて
います。
「代金を支払ったのに商品
が届かず、連絡が取れない」
「注文品
と違うものが届いたのに、相手が返
金に応じない」
などというものです。
ネット通販は、便利な半面、事業
者との連絡手段が限られ、詐欺的な
サイトもあります。前もって事業者の
情報をよく確認することが必要です。
通信販売では、原則として事業者
の名称、住所、電話番号の記載が義

ひとりで悩まず、
まず電話！

務付けられています。連絡先を必ず
確認し、印刷や画面コピーで保存し
てください。
連絡先がメールアドレスのみ、支
払方法が前払いに限定、振込先口座
名義と業者名が違っている場合は要
注意。また、翻訳ソフトなどを使っ
たと思われる不自然な日本語表記の
ウェブサイトは、海外事業者のもの
である可 能 性が 高いため、 危 険で
す。
不安なことがあったら、消費生活
相談にお問い合わせください。

消費生活相談 ☎
（528）6810
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お 知らせ
小学校新1年生に義務教育就
学児医療証を発送します

か、地域環境を取り上げた特集ペー
ジ、市民団体・事業者・学校などによ
る環境配慮行動の紹介ページを盛り
込んだ冊子です。市環境対策課（市役
所2階）で配布しているほか、市ホー

この春小学校1年生になる児童のい
る家庭に義務教育就学児医療証（4月

ムページ、市政情報コーナー（市役所
3階）、各市立図書館でご覧になれま

1日から有効）を3月17日㈪に発送し
ます。
これまでの乳幼児医療証は、4
月1日から使用できなくなります。な

す問 環境対策課・内線2243

お、所得制限を超えている場合やひと
り親家庭等医療証がすでに発行され
ている場合は、発送しません。
くわしく

ぽけっと病児保育室の登録が
始まります
お子さんが病気やけがで通園・通学
ができないときなどに、
さいわいこど

は、お問い合わせください。有効期限
が過ぎている医療証は子育て推進課
（市役所1階）、窓口サービスセンター

もクリニック内「ぽけっと病児保育
室」
で一時的に預かります。対象は生
後４か月～小学３年生のお子さんで、

（ 女 性 総 合センター 1 階 ）、東 部・西
部・富士見・錦連絡所で回収します 問
子育て推進課給付係・内線1347

利用には事前登録が必要です。平成
26年度の登録はさいわいこどもクリ
ニックで受付中。登録用紙は市内保

崎学習館☎（524）2773、幸学習館☎
（534）3076〔4月以降〕

「全市一斉マイバッグ運動」を
実施します

グを持って買い物に出かけましょう
問ごみ減量推進課・内線6748

官公署・その他
水道使用の開始・中止等、各種
お問い合わせ
水 道 局 多 摩お客さまセンターにご
連絡ください。受付時間は午前8時

国立・都立・私立の小・中学校に進学
予定の方は、届け出が必要です。入

30分〜午後8時（日曜日、祝日を除
く）
▶引っ越しや契約の変更=☎0570
（091）100〔ナビダイヤル〕または☎

学承諾書（コピー可）
と立川市立小・
中学校の入学通知書を持って、
学務課
（市役所２階）で手続きをしてくださ

〔午後１時～３時〕にお問い合わせを
問 保育課保育サービス推進係・内線
1320

（548）5100▶料金、漏水修繕、その
他=☎0570（091）101〔ナビダイヤ
ル〕
または☎（548）5110※漏水事故

い（市ホームページから届出書をダ
ウンロードして郵送することもできま
す）問 学務課学務保健係・内線2516

16ミリ映写機器とフィルムの
貸し出しは幸学習館に

「たちかわし環境ブック2013」
を発刊しました

これまで柴崎学習館で社会教育関係
団体などに貸し出していた16ミリ映

など緊急の用件は、全日24時間案内
しています。

「 ニュースポ ーツE X P O i n
多 摩 2 0 1 4 」と「たま発！ i n
Spring」
が同時開催！

市は、多くの市民の皆さんに身近な
環境に関心を持っていただくため、環

写機器とフィルムの貸し出しを4月1
日から幸学習館で行います。3月20日
㈭〜31日㈪は整理のため貸し出しが

誰もが気軽に楽しめる参加体験型の
スポーツイベント、
「 ニュースポーツ

境報告書「たちかわし環境ブック」を
毎年発刊しています。
さまざまな環境
測定データや市の環境状況報告のほ

できません。この期間に利用を予定
している団体の方は、3月14日㈮まで
に柴崎学習館にご連絡ください 問 柴

EXPO in 多摩2014」
を開催。
また多
摩地域の魅力を再発見し、発信して
いくイベント
「たま発！ in Spring」
を

くらしの相談日程
相談項目

市役所☎
（523）2111
相談日

第1〜第4月曜日
第1木曜日

法律相談

予 相続・金銭貸借等法律全

般

第2木曜日
第3木曜日
第4木曜日
日曜日
第2土曜日

予 相続・登記・成年後見等

間

場

所

あいあいステー
ション
伊勢丹立川店 ☎
（540）7484
13:00〜16:00 6階あいあい
ステーション 地域あんしんセ
ンターたちかわ
☎（529）8319
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市民相談係

☎（528）4319
あいあいステー
ション
☎（540）7484

市民相談係

☎（528）4319

相談項目
予 高齢者福祉相談
予 行政手続相談
遺言書の作成等
予 相続相談
予 福祉のしごと相談
予直

☎（528）6810

相談日
偶数月の第1水曜
日
第3火曜日
第2・第4火曜日
第1火曜日

「若葉・西砂・高松図書館民営化等に
よる減」
とあるのは「若葉・西砂・高松
図書館指定管理者導入等による減」
の誤りでした。
9面の『写真展「津波 宮古市の被
災記録と復興への一歩」』の記事中、
「宮城県宮古市」
とあるのは「岩手県
宮古市」
の誤りでした。
お詫びして訂正します。

●3月14日～16日
（取手FⅠを場外発
売）
開催案内・レース結果

0180（994）223 〜 5

時

間

場

所

連絡先

伊勢丹立川店 あいあいステー
13:00〜16:00 6階あいあい ション
ステーション ☎
（540）7484

生活福祉課・

8:30〜17:00 生活福祉課 内線1578
（正午〜13:00
給付係・
を除く）
子育て推進課

月曜〜金曜日
母子相談
ひとり親家庭の相談
内線1345
予 直 子ども総合相談
子ども家庭支援
受付
センター
どこに相談したらいいか分か
☎（529）8566
らない子どもに関する相談
月曜〜土曜日
予 直 子育て家庭の相
子ども家庭相談係
談
子育て家庭への支援の
☎（528）6871
子ども未来
9:00〜17:00
相談
センター
予 直 発達相談
発達支援係
子どもの発達が気になる 月曜〜金曜日
☎（529）8586
とき
予 教育・就学相談
特別支援教育課
月曜〜土曜日
相談係
学校や家庭での悩み・就 （就学相談は第2
学相談
土曜日のみ）
☎（527）6171
子育て 直 乳幼児期の
10:00〜正午 子育てひろば 子育てひろば担当
月曜〜金曜日
（一部午後あり）
（児童館ほか） ☎
ひろば 相談
（528）4335
予直

直

アルコール相談

第2・第4水曜日

直

ふれあい相談

木曜日

予

カウンセリング相談

直

消費生活センター

《お詫びと訂正−2月25日号》
7面の「職員の任免及び職員数に
関する状況」の表中、主な増減理由に

=電話相談 ※あいあいステーションを除き、祝日はお休み

女性相談

日常生活等
在留資格、
外国人相談

第1・3・4火曜日
13:30〜16:30
市民相談室
13:30〜16:25
第2・第4水曜日
所得税、相続税、贈与税等 偶数月の第3土曜日
伊勢丹立川店
13:00〜16:00 6階あいあい
予 年金・労働相談
奇数月の第3土曜日
ステーション
年金、
労働問題、
雇用保険等
第 1 〜第4木曜日
予 家事相談
9:20〜正午
第 1・第3火曜日
夫婦間、親子間、
離婚問題等
第2・第4火曜日
13:30〜16:10
予 不動産相談
不動産の売買、
第2・第4水曜日
13:30〜16:30
賃貸借契約等
予 交通事故相談
第1水曜日
予 行政手続相談
市民相談室
9:20〜正午
第2火曜日
遺言書の作成等
犯罪被害者等支援相談
8:30〜17:00
月曜〜金曜日
（正午〜13:00
公益通報者保護相談
を除く）
（外部通報窓口）
予 人権悩みごと相談
第1水曜日
不当な扱い、
いやがらせ等
9:30〜11:45
予 行政相談
第3水曜日
国等への苦情、
要望等
直 消費生活相談
9:00〜16:00 女性総合セン
月曜〜金曜日
契約トラブル、
商品知識、架（第3木曜日は電話 （正午〜13:00 ター・アイム
空請求、多重債務
を除く）
5階
相談のみ）

11

連絡先

市民相談室
女性総合セン
ター・アイム5階
市民相談係
たましんRISU
☎（528）4319
13:30〜16:30
RUホール
市民相談室
柴崎学習館

予 税務相談

直 =直接会場
（先着順）

お笑いライブ（テツandトモ）、ご当
地キャラ大集合（「くるりん」も登場）、
「 たま 発！フォトコンテスト」入 賞
作品展示など 問 たま発！事務局☎03
（3457）3006〔平日午前10時～午後
６時〕HP http://tama120.jp/

子ども未来センターでの各種相談

成年後見

時

予 =予約制

9:30〜正午

ゾーン▶ニュースポーツEXPO in 多

摩2014＝ニュースポーツの体験コー
3月10日㈪〜14日㈮の期間中、マイ
ナー、多摩飲食ブース、ステージパ
バッグの推進に力を入れていきます。 フォーマンス。
ゲストはスギちゃん、本
期間中、
マイバッグ持参での買い物を
田望結さん、岩崎恭子さん 問 ニュー
スポーツEXPO in 多摩2014運営事
推奨している店舗では、
ポスター等を
務局☎03（5771）2368〔平日午前10
掲示して、
さらなるマイバッグ推奨、
レ
時～午後５時〕HP http://newsportsジ袋の削減や簡易包装への協力を呼
expo.com▶たま発！ in Spring＝
びかけていきます。皆さんもマイバッ

育園、幼稚園、保育課（市役所1階）
で
も配布しています。
くわしくは、
さいわ
いこどもクリニックホームページ HP
http://saiwaikodomo.jpをご覧に
なるか、
直接、
同保育室☎
（536）
7333

国立・都立・私立の小・中学校に
進学する予定の方は届け出を

同時開催します。主催は東京都ほか
時３月15日㈯午前９時30分～午後４
時 場 国営昭和記念公園みどりの文化

13:00〜16:00

総合福祉セン 社会福祉協議会
ター
☎（529）8426

火・水・土曜日
女性総合セン
男女平等参画係
（土曜日は電話相 13:00〜17:00 ター・アイム
☎（528）6801
談のみ）
5階
第1・第4土曜日
中国語
女性総合セン たちかわ多文化
英語・ポルトガ
第2土曜日
13:00〜16:00 ター・アイム 共生センター
ル語
5階
☎（527）0310
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

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

