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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）

たましんRISURUホール利用
者懇談会

施設に関する意見等をお聞かせくだ
さい。直接会場へ時3月20日㈮午後
7時〜8時場たましんRISURUホー
ル地下1階サブホール定70人（先着
順）問たましんRISURUホール受付☎

（526）1311

市営葬儀説明会
直接会場へ時・場3月16日㈪▷午前
10時〜11時＝西砂学習館▷午後1時
30分〜2時30分＝砂川学習館定各
40人（先着順）問立川市斎場☎（524）
1998

地域就職面接会・面接対策セミ
ナー

対おおむね55歳以上の求職中の方場
立川商工会議所（曙町2−38−5立川
ビジネスセンタービル）申東京しごと
センター多摩☎042（329）4524へ問
同センター多摩、市産業振興課商工
振興係・内線2644
●面接会直前対策セミナー(事前予
約制)　時3月13日㈮午前10時〜正
午定30人（申込順）
●合同就職面接会　面接を希望す
る企業の数の履歴書を持参して、直
接会場へ(参加企業10社程度を予
定)時3月13日㈮午後1時30分〜4時
30分(受付時間午後1時〜3時30分)

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

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。届出
書〔学務課（市役所2階）で配布するほ
か、市ホームページからダウンロード

予=予約制 直=直接会場（先着順） =電話相談　※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
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

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

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

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 男女平等参画係
☎（528）6801

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

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
の
各
種
相
談

予成年後見相談 第2土曜日

13:00〜16:00 総合福祉セン
ター

地域あんしんセ
ンターたちかわ
☎（529）8319

予法律相談 第3土曜日
4月18日㈯から

社会福祉協議会
☎（529）8300予相続相談 第2・第4火曜日

予生活設計相談 第3火曜日
4月21日㈫から

直 アルコール相談 第2・第4水曜日 社会福祉協議会
☎（529）8426直 ふれあい相談 木曜日

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

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

シニア

お知らせ も可〕に必要事項を書いて、入学承諾
書（コピー可）と立川市立小・中学校
の入学通知書を添えて、直接、または
郵送で学務課へ問学務課学務保健
係・内線2516

小学新1年生に義務教育就学
児医療証を発送します

この春小学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
1日から有効〕を3月16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
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
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
（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

特設行政相談
立川市行政相談委員による特設行政
相談を実施します。国の業務に関する
要望などを受け付けます。直接会場
へ時3月18日㈬午前9時30分〜午後
2時30分場市役所1階多目的プラザ
問生活安全課・内線3311

始めませんか 健康体操
筋肉をゆっくりほぐします。自宅でも
できる簡単な体操です対市内在住の
健康な方時3月27日㈮午前10時〜
11時30分場子ども未来センター師高
齢者体力づくり支援士・広岡直美さん
定15人（申込順）申はごろも地域包括
支援センター☎(523)5612へ

二十三夜サロン
今回のテーマは「ちょっとのことでも
まず相談!頼りになる相談窓口」。直接
会場へ時3月27日㈮午後6時〜8時場
ヴィラ・フェローホームズ3階（富士見
町2−36−43）問フェローホームズ富
士見相談センター☎（526）1353

認知症相談会
時3月24日㈫午前10時〜正午場市役
所208会議室定4組(申込順)申高齢
福祉課在宅支援係・内線1471へ

介護予防教室〜看護師から学
ぶ認知症

認知症の原因・症状、予防方法、地域で

教室名
（会場） 開講式日時 主な内容と活動日時 問い合わせ先

（担当学習館）
柴崎寿教室
（柴崎学習館）

４月23日㈭
午後１時30分から

健康体操、民踊教室、フォークダンス
毎週木曜日、午後１時30分〜３時

柴崎学習館
☎(524)2773羽衣寿教室

（羽衣中央会館）
４月15日㈬
午前10時から

健康体操、コーラス
第１・第３水曜日、第１・第３金曜
日、午前10時〜11時30分

砂川寿教室
（砂川学習館）

４月15日㈬
午後１時30分から

健康体操、コーラス、フラダンス
毎週水曜日、午後１時30分〜３時

砂川学習館
☎(535)5959こぶし寿教室

（こぶし会館）
４月10日㈮
午後２時から

健康体操、コーラス、カラオケ
毎週金曜日、午後２時〜４時（健康
体操は午後３時30分まで）

西砂寿教室
（西砂学習館）

４月９日㈭
午後１時30分から

健康体操、コーラス、フォークダンス
毎週木曜日、午後１時30分〜３時

西砂学習館
☎(531)0431

高松寿教室
（高松学習館）

４月10日㈮
午後１時30分から

▷健康体操＝第３水曜日▷気功＝
第２木曜日▷民謡＝第３木曜日、い
ずれも午後１時30分から

高松学習館
☎(527)0014

錦ことぶき教室
（錦学習館）

４月15日㈬
午後１時30分から

▷フラダンス＝第２・第４火曜日▷
健康体操＝第１・第３木曜日▷民謡
踊り＝第２・第４金曜日、いずれも
午後１時30分から

錦学習館
☎(527)6743

栄寿教室
（幸学習館）

４月14日㈫
午前10時から

健康体操、コーラス
毎週火曜日、午前10時から 幸学習館

☎(534)3076若葉寿教室
（若葉会館）

４月15日㈬
午前10時から

健康体操、コーラス、学習会、折り紙
毎週水曜日、午前10時から

60歳以上の市民の方を対象に来年３月まで開設。なお、こぶし寿教室と若葉寿
教室の新規募集は若干名です。くわしくは各担当学習館へお問い合わせくださ
い申希望する教室の担当学習館（下表）窓口で。いずれも申込順

支える方法など。直接会場へ時3月19
日㈭午前10時30分〜正午場富士見町
団地26号棟集会所（富士見町6−26）師
認知症疾患医療センター・大友トモ子
さん定50人（先着順）問南部西ふじみ
地域包括支援センター☎（540）0311

介護予防教室
いずれも対60歳以上の市民の方場高
松学習館定各25人(申込順)持動きや
すい服装と靴、飲み物、タオル申3月
10日㈫午前9時からたかまつ地域包
括支援センター☎(540)2031へ
●中国体操　時3月28日㈯午後1時
30分から
●アクティブ体操　時4月1日㈬午後
2時から

生きがいと交流の寿教室


