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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）

境対策課（市役所2階79番窓口）内線
2244へ

中学校教科用図書選定検討委
員

平成28年度から市立中学校で使用す
る教科用図書（教科書）を選定・検討
します。
▶対象=4月1日現在、20歳以上で中
学校教育に関心があり、平日の会議
に参加できる方。なお、引き続き3か月
以上市内に住所を有し、住民基本台
帳に登録されていることが必要です。
また、次に該当する方は応募できませ
ん▷教科用図書の著者・教科用図書
発行会社の社員とその配偶者・3親等
以内の親族▶定員=2人（選考）▶任期
=委嘱日から平成27年8月31日まで
▶応募方法=指導課（市役所2階）で
配布する所定の応募用紙（市ホーム
ページからダウンロードも可）に必要
事項と「次代のまちを担う中学生に身
につけさせたい力〜中学校教育を通
して」についての意見（800字以内）を

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
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
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

直 暮らし・仕事相談 月曜〜金曜日 8:30〜17:15
くらし・しごとサ
ポートセンター
☎（503）4308

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

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●4月16日〜19日（川崎記念全Rを
場外発売）　●4月20日〜22日（取手
FⅠ全Rを場外発売）

成人を祝うつどい実行委員
平成28年1月11日（月・祝）に開催する

「成人を祝うつどい」にスタッフとし
て参加できる方を募集します。青少年
健全育成地区委員などで構成する実
行委員会の一員として、事前の企画
や準備、当日の運営などに参加します
▶対象=市内在住・在勤で、平成27年
4月2日〜平成28年4月1日に成人を
迎える方、またはおおむね20歳〜25
歳の方▶募集人数=若干名▶応募方
法=5月8日㈮までに電話か、住所・氏
名・生年月日・電話番号を書いて、ファ
クスまたはEメールで子ども育成課青
少年係・内線1305Fax（528）4356 e

kodomoikusei@city.tachikawa.
lg.jpへ

援農ボランティア
都市農業を支えるお手伝いをしてみ
ませんか。援農ボランティアは登録制
で、市内の農家から依頼があった際に、
登録している方を紹介します。作業は
農家の指導を受けながら行うので、未
経験の方でも大丈夫です対農業に関
心があり、週1日〜2日程度活動できる
健康な方（市外在住の方も可）申電話、
または「援農ボランティア申し込み」、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電
話番号を書いて、はがきで産業観光課
農業振興係・内線2650へ

体験型農園 入園者（追加募集）
作付計画や、種・苗、農具などの用意 
は農園主が行うので、初心者でも安 
心して農作業を体験し、収穫できま 
す。1区画当たりの面積は約30㎡。利
用期間は平成28年1月まで（更新可。

車での通園はできません）▶とちの木
農園（西砂町6丁目、農園主・石塚保
さん）=1区画▶とのがやおかず畑（西
砂町6丁目、農園主・石塚和生さん）
=5区画▶ひまわり農園（若葉町2丁目、
農園主・鈴木豊さん）=5区画▶スマイ
ル農園（幸町5丁目、農園主・豊泉裕さ
ん）=5区画▶太陽農園（若葉町1丁目、
農園主・尾崎義彦さん）=5区画対原則
として市内在住で、利用期間内に継
続して農作業に取り組める方費先着
順1区画40,000円申5月29日㈮〔必
着〕までに、「体験型農園入園申し込
み」、農園名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を書いて、はがき（1世
帯1枚）で産業観光課農業振興係・内
線2650へ

第14回くらしフェスタ立川参
加団体

各参加団体は「くらしフェスタ立川実
行委員会」を構成し、来年2月に実施
するイベントを企画・運営します。実
行委員会は月1回実施予定。第1回は
5月13日㈬午前10時から女性総合セ
ンターで開催します対市内の団体・グ
ループ申5月1日㈮までに電話か、団
体名・代表者名・連絡先を書いてファ
クスで生活安全課消費生活センター
係〔女性総合センター内〕☎（528）
6801Fax（528）6805へ

環境フェア出展者
6月7日㈰に子ども未来センターで開
催する環境フェアの出展者を募集し
ます対市内または近隣で活動し、子
どもたちに体験を通じて環境への意
識を促すことができる団体または個
人の方申出展申込書（市ホームペー
ジからダウンロード可）に必要事項
を書いて、4月24日㈮までに直接、環

募集

書いて、4月30日㈭〔必着〕までに直接、
郵送またはEメールで指導課（市役所
2階62番窓口）内線2486 e shidou@
city.tachikawa.lg.jpへ

ファーレ立川アート写真コン
クール応募作品

多摩モノレール立川北駅周辺には
109の屋外芸術作品群「ファーレ立川
アート」があります。このアートを題材
とした写真コンクールを開催します。
最優秀作品には賞状と賞金5万円を
贈呈します申5月20日㈬までに、募集
要項（市ホームページからダウンロー
ド可。1人3枚まで）に必要事項を書い
て、郵送でファーレ立川アート再生実
行委員会事務局〔〒190−0022錦町3
−3−20市地域文化課内〕内線4501へ

NHKラジオ体操が立川にやっ
てきます。体操終了後、ポイント
レッスンがあります。直接会場
へ場六中グラウンド（雨天時は
泉市民体育館第1体育室）持室
内履き（雨天時）問スポーツ振興
課☎（529）8515

特別巡回
「ラジオ体操・
みんなの体操会」

4月19日㈰午前6時から

参加者
募集


