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歳までの子どもと保護者時4月19日
㈯午前11時30分〜午後0時5分場子
ども未来センター師山の音楽舎・川中
美樹さんほか費親子チケット2,000円

（子ども1人追加500円）定30組（申
込順）保10人（4歳〜小学校2年生ま
で）申4月18日㈮までにNPO法人立
川子ども劇場☎（526）0731〔火曜・
金曜日の午前10時〜午後3時〕へ

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
対市内在住の小学生と保護者(必ず
保護者同伴)時4月13日㈰午前10時
〜11時場立川警察署（緑町）定10組

（申込順）申4月12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

おはなしおばさんの見た東北
被災地&「おはなし」の力

おはなしたまごが主催対①子どもと
保護者、その他一般②大人時5月18
日㈰①午前9時40分〜10時20分②
午前10時30分〜11時40分場子ども
未来センター師おはなしおばさん・藤
田浩子さん費大人500円（子ども無
料）定90人（申込順、子どもとその保
護者優先）申木谷さん☎090（4205）
2196へ問防災課・内線2535

新卒者向け合同企業説明会
参加企業20社程度を予定。東京しご
と財団、市の共催。予約制対平成27
年3月に大学院・大学・短大・高専・専
修学校を卒業予定の学生と既卒3年

催し

ママビクス&ベビーマッサージ
対市内在住の2か月〜6か月の乳児と
保護者時5月7日・21日、6月4日・18日、
7月2日・16日の水曜日、午後1時30分
〜3時30分（全6回）場幸学習館師育
児アドバイザー・瀧昌江さん費1,500
円(体操用ゴムバンド代)定15組30
人(申込順)持動きやすい服装、バス
タオル、飲み物、大人は滑り止め付き
の五本指ソックス(裸足でも可)申4月
10日㈭から幸学習館☎（534）3076
へ

おもちゃの病院
壊れたおもちゃを修理します。1世帯
2点までで先着40点です。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。直接
会場へ対市内在住の方時4月26日㈯
午後1時〜3時場女性総合センター問
生活安全課消費生活センター係〔女
性総合センター内〕☎（528）6801

子ども未来センターのコミュニ
ティプログラム

●ぐりとぐらのおはなし会　絵本の
読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター
など。直接会場へ対幼児と保護者時4
月15日㈫午後2時30分〜3時30分場
子ども未来センター問おはなしサー
クルぐりとぐら・吉原さん☎（520）
6416 e atelier_florence@shore.
ocn.ne.jp
●ふわふわ山の音楽会　観ることと
遊ぶことが一緒になった音楽会対3

●4月17日〜19日（FⅡ、武雄記念全R
を併売）　●4月20日（武雄記念全R
を場外発売）　●4月23日〜25日（弥
彦FⅠ全Rを場外発売）

0180（994）223～5開催案内・レース結果

予=予約制 直=直接会場（先着順） =電話相談　※あいあいステーションを除き、祝日はお休み

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・第4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 たましんRISU
RUホール5階

第3木曜日 市民相談室

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 13:30〜16:00
予行政手続相談
在留資格・帰化、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

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

以内の方時4月25日㈮午後1時〜4時
30分（受け付けは午後0時30分〜3時
30分）場立川グランドホテル（曙町2−
14−16）申東京しごとセンター多摩☎
042（329）4524へ問市産業振興課
商工振興係・内線2644

きこえとことばの相談と施設見学
きこえやことばに心配のあるお子さ
んの学校生活を支援する教室です。
直接会場へ時4月26日㈯▷施設見学
=午前9時〜11時30分▷相談=午後1
時〜4時（受け付けは午後3時まで）場
けやき台小問けやき台小「きこえとこ
とばの教室」☎（536）9664

就学援助費の申請は4月18日
㈮までに

市内にお住まいで、国公立の小・中学
校に通学する児童・生徒のいる家庭
で、生活保護を受給しているか、受給
していないがこれに準ずる状態の世
帯に就学援助費を支給します。まだ
申請をしていない方は、忘れずに手続
きをしてください。なお、平成25年度
に支給対象となっていた場合でもあ
らためて申請が必要です申各学校お
よび学務課学務保健係（市役所2階）
で配布している申請書に必要書類を
添えて、4月18日㈮までに直接各学校
事務室または学務課学務保健係・内
線2515へ

はかりの定期検査
商店での取引や学校、医院などでの
証明に使用する「はかり」は、2年に1

お知らせ

度検査を受ける必要があります。市で
は、7月10日㈭〜8月8日㈮に都によ
る定期検査を実施する予定です。市
では定期検査に先立ち、検査対象の
皆さんには往復はがきの事前調査
票で通知します。①通知のなかった
方②新たに「はかり」を使用するよう
になった方③「はかり」を使用しなく
なった方は、4月25日㈮までにご連
絡ください問 生活安全課消費生活
センター係〔女性総合センター内〕☎

（528）6801

くるりん食器（食器再使用シス
テム）が利用しやすくなりまし
た

地域のイベントなどでも、ごみを減ら
すために再使用できる食器の貸し出
しを行っています。今年度からは、申
込先と貸出場所が一緒になり、キッチ
ンさかえ（栄福祉会）の運営により貸
し出しを行います。
▶貸出場所=キッチンさかえ〔栄町3−
2〕☎（540）1033
申所定の申込用紙に必要事項を書い
てファクスでキッチンさかえFax（540）
1035へ。申込用紙は環境対策課（市
役所2階）とキッチンさかえで配布す
るほか、市ホームページからダウン
ロードもできます。
問市環境対策課・内線2244


