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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）

人事課人事係・内線2574

臨時職員（中学校給食配膳員）
▶業務=中学校給
食 の 配 膳▶勤務
地=①二中・八中・
九中のいずれか②
全校(原則四中)▶
雇用期間=平成27
年4月〜平成28年3月(平成27年3月
中に研修予定)▶勤務日=給食がある
日で①平日週2日〜3日②平日週5日
▶勤務時間（原則）=午前10時30分〜
午後2時30分の間で①4時間②2時間
▶時給=900円(交通費別途有)▶募
集人数=①3人程度②1人(いずれも
選考)申2月17日㈫までに写真を貼っ
た履歴書を郵送か直接、学校給食課

〔〒190−0015泉町1156−14学校
給食共同調理場〕☎(529)3511へ

　自然観察やごみ問題などの地球環
境問題に関する取り組みを通じて、さ
まざまなエコ活動の輪を広げること
を目指しています。学びながら、市や
市民団体と連携・協力して、イベント
や講座などの活動を行っています。

　今年新たに「立川保育研究会」が加
わり、参加団体は6団体となりました。
昨年度に引き続く「子育て世代のくら
しエンジョイ講座」に離乳食を取り上
げました。5か月からの離乳食の始め

　市が実施している環境学習講座
「たちかわエコパートナー講座」の卒
業生を中心にしたグループです。

　皆さんも女性総合センターで一緒に消費者団体活動をしてみませんか
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

消費者団体を紹介します

嘱託職員（8職種）

市は平成27年度に採用する嘱託職員
8職種（上表）を募集します▶試験=2
月22日㈰▶受験資格、業務内容、勤
務条件、募集人数など、くわしくは市
ホームページまたは2月10日㈫から
人事課（市役所2階）と窓口サービス
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問

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

（3月5日は市民
相談室）

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
2月15日で終了

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
2月14日で終了

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

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、相続・遺言 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

市役所☎（523）2111くらしの相談日程
相談項目 相談日 時　間 場　所 連絡先

予行政手続相談
遺言書の作成等

第3火曜日
2月16日㈪で終了

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予相続相談 第2・第4火曜日

2月10日で終了

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
、

　 

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土曜日は行政書士と生活相談員、第2・第3土曜日は行政書士、第4・第5土曜
日は生活相談員が対応

直

官公署・その他

下水道モニター募集
モニターアンケートの回答や施設見
学会への参加など。任期は4月1日か
ら1年間対次の要件を満たす方▷4
月1日現在、満20歳以上で都内在住

（公務員、過去にモニターを経験した
方、島しょ在住の方を除く）▷ホーム
ページ閲覧とEメール送受信ができ
る定1,000人程度（選考）申2月27日
㈮までに都下水道局ホームページHP

http://www.gesui.metro.tokyo.
jp/から同局へ問同局広報サービス課
☎03（5320）6693

第14回たま工業交流展
多摩地域の中小企業の技術や製品を
一堂に展示。直接会場へ。駐車場はあ

子ども委員会省エネ講座

子育て世代のくらしエンジョイ講座

手作り人形で遊ぼう
たちかわエコパートナー

立川市消費者団体連絡会

立川保育研究会

募集

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●3月7日〜10日（名古屋記念全Rを
場外発売）

りません。JR立川駅南口から無料シャ
トルバスを運行時2月26日㈭・27日
㈮、午前10時〜午後4時場都立多摩
職業能力開発センター（昭島市東町3
−6−33）問たま工業交流展実行委員
会☎（527）2700

たまロボットコンテスト
小学生（親子）と中学生（ペア）がプ
ログラミングロボットによるライント
レース競技を行います。直接会場へ
時2月28日㈯午後1時〜2時場都立多
摩職業能力開発センター（昭島市東
町3−6−33）問たま工業交流展実行
委員会☎（527）2700

方では、赤ちゃんが母乳やミルク以外
の食べ物を初めて口にする、その意味
や食べさせ方を学びました。1歳2か
月からは離乳食から普通食へ移行す
る大事な時期、その時期の食習慣が
健康な一生を支えること、和食を基本
にすることなど、赤ちゃんを連れたお
母さんたちに大好評でした。

　歴史的に長く活動している団体で
す。コダーイ芸術教育研究所やいろ

いろな書籍などを参考に、わらべうた
を覚えて音楽教育として保育に取り
入れてきました。また、子ども一人ひと
りを尊重し、大切にする保育とは何か、
常に学習しながら活動してきました。
　現在の活動としては、女性総合セ
ンターで月2回（第2土曜日と第4火曜
日）勉強しています。内容は、乳児・幼
児のわらべうたあそび、体操の実践、
保育内容の学習、また講師を招いて
学習することもあります。

① ファミリー・サポート・センター
アドバイザー

② 発達支援相談員
③ 子ども家庭支援ワーカー
④ 育児休業代替保育士
⑤ 育児休業代替栄養士
⑥ 11時間開所保育士
⑦ 保険年金窓口事務補助員
⑧ 検査アドバイザー


