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凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から受け付け）

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
※8月は18日㈪

予相続相談
第2・第4火曜日
※8月は12日㈫、
25日㈪

予生活設計相談
年金・教育費・ローン等の家計
の見直し

第3金曜日

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
※8月16日㈯は
お休み

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

●8月18日〜20日（FⅠ・関東カップ）
●8月21日〜24日（豊橋記念全Rを
場外発売）

0180（994）223～5開催案内・レース結果

官公署・その他

募集

学校用務員（臨時職員）
▶業務=市立小･中学校の学校用務

（校舎内外の清掃、樹木のせん定、軽
微な修繕等）▶期間=①9月1日〜30
日②10月1日〜31日▶勤務=①②い
ずれも月曜〜金曜日の午前8時15分
〜午後4時45分（実働7時間45分）▶
賃金=時給900円（交通費別途支給）
申事前に電話連絡の上、写真を貼っ
た履歴書を本人が直接、教育総務課
庶務係（市役所2階）内線2464へ

消費生活相談員（嘱託職員）
11月1日採用の消費生活相談員（嘱
託職員）を募集します。雇用期間等、く
わしくは、申込書と同時に配布する募
集案内をご覧ください。
▶対象=消費生活専門相談員、消費生
活アドバイザー、消費生活コンサルタ
ントのいずれかの資格認定を受けて
いる方で、実務経験が3年以上ある方
▶業務=消費生活に関する相談業務、
啓発関連業務▶勤務=週4日▶報酬=
月額20万1,000円▶採用試験（作文・
面接）=9月21日㈰午後1時から女性
総合センター学習室で▶募集人員=1
人（選考）申生活安全課消費生活セン
ター係（女性総合センター5階）で配
布する申込書（市ホームページから
ダウンロードも可）に必要事項を書い
て、直接〔9月4日㈭・5日㈮の午前9時
〜午後5時に持参〕または郵送〔9月5日

（消印有効）〕で生活安全課消費生活
センター係（〒190−0012曙町2−36
−2）☎（528）6801へ

東京しごとセンター多摩の就業
支援

いずれも場東京しごとセンター多摩
（国分寺市南町3−22−10）
●就活ワークトレイン多摩スタート
コース　就活の基礎的なノウハウを
学ぶプログラムです。くわしくはお問
い合わせを対30歳〜44歳の方時8月
18日㈪〜22日㈮、午前10時〜午後4
時(全5回)定15人(選考)
●就活ワークトレイン多摩アクセル
コース　面接でなかなか受からない
という方、もしくは、入社前にマナー
を見直して、上司や同僚とスムーズな
人間関係を作りたい、という方対30
歳〜44歳の方時9月8日㈪〜12日㈮、
午前10時〜午後4時(全5回)定15人

(選考)
●シニアの再就職対策講座〜キャ
リアチェンジも視野に入れてプラン
を立てよう　年齢をハンディと考え
ず、「経験の豊かさ」と「柔軟性」をア
ピールして、納得のいく再就職を実現
しましょう。直接会場へ対55歳以上
の方時8月20日㈬午後1時30分〜4
時30分定50人（申込順）
問 東京しごとセンター多摩☎042

（329）4524

就学義務猶予免除者等の中学
校卒業認定試験

この試験に合格すると高等学校へ入
学するための受験資格が得られます
対平成27年3月31日現在▶満15歳以
上で就学義務猶予免除者▶満16歳
以上で義務教育未修了の方▶満15歳
以上で日本国籍を有しない方▶満15
歳で今年度末までに中学校を卒業で
きないと見込まれることについて文
部科学大臣が認める事由のある方時
10月30日㈭午前10時から場都特別
支援教育推進室（新宿区）申9月16日
㈫〔消印有効〕までに願書を書留郵便
で文部科学省生涯学習推進課認定試
験第二係〔〒100−8959（住所記入不
要）〕へ問都教育庁地域教育支援部義
務教育課☎03（5320）6752

若者発掘プロジェクトの集い〜
新しいネットワークの構築

立川青年会議所は、「若者発掘プロ
ジェクト」として、これからの地 域
を担う若者の活躍を立川青年会議
所ホームページHPhttp://www.Ta
chikawajc.or.jpで紹介しています。
このたび、そのうちの若者6人による

「乳幼児・義務教育就学児医療
証」現況届

市は、乳幼児・義務教育就学児医療証
の助成対象で所得などの確認が必要
となる方へ、7月28日に現況届（年次
更新手続き）を発送しました。届いた
方は8月22日㈮までに必ずご提出く
ださい。また、義務教育就学児医療費
助成は所得制限があり、年度の切り
替えは10月1日です。昨年、所得制限
超過により助成を受けられなかった
方でも、所得状況の変化で助成対象
となる場合があります。その際は、あ
らためて申請が必要となりますので、
お早めにお問い合わせください。
問子育て推進課給付係・内線1346

開催期間中、各種イ
ベントを行っていま
す。ぜひご 来 場くだ
さい。入場料は50円。
くわしくはたちかわ
競輪ホームページHP

http://www.tachikawakeirin.jp/
をご覧ください。

☆トークショー　S級トップ選手・往
年の名選手・地元選手によるトーク
ショーです。
☆未確定車券抽選会　ふとんクリー
ナーや人気ゲーム機等の豪華景品が
当たります。8月20日㈬午後1時〜2時

☆トークショー　S級トップ選手・往
年の名選手によるトークショーです。
☆予想会　競輪評論家による予想会
です。
☆未確定車券抽選会　羽根なし扇風
機型ヒーター等の豪華景品が当たり
ます。9月4日㈭午後1時〜2時
問立川競輪場☎（524）1121

9月2日㈫〜4日㈭
第6回山口健治杯（FⅠ）

8月18日㈪〜20日㈬
日刊スポーツ杯・関東カップ（FⅠ）

競輪場に行ってみませんか

お知らせ 現在までの活動報告と将来の夢や志
を主張するプレゼンテーション会を
開催します。直接会場へ時8月20日㈬
午後7時〜9時（午後6時30分受付開
始）場女性総合センター1階ホール問
立川青年会議所☎（527）1001


