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子ども未来センターのコミュニ
ティプログラム

●初めてでもすぐ楽しめるゴスペル
ワークショップ　みんなで一緒に、ゴ
スペルを通じてハーモニーを楽しみ
ませんか。初心者の方も大歓迎です
時7月26日㈰午後1時30分〜4時30
分場子ども未来センター費500円（資
料代）定30人（申込順）申7月17日㈮
までに氏名、参加人数、連絡先を書い
てEメールでGospelship United・
鈴 木さん☎ 0 8 0（ 2 3 9 4 ）4 5 2 4 e

gospelship_united@live.jpへ

史跡玉川上水整備活用のため
の作業説明会

都水道局は、小平監視所（幸町6−36
−4、玉川上水駅近く）から下流で、水
路・のり面の保全のため、樹木のせん
定・伐採などを行っています。立川市・
小平市内でこれまでに行った作業の
報告と、今後の作業予定について説
明します。直接会場へ。駐車場はあり
ません時7月16日㈭午後7時〜8時30
分場上水新町地域センター（小平市
上水新町1−14−18）問都水道局経理
部☎03（5320）6388、市公園緑地課
緑化推進係・内線2260

地元新鮮夏野菜の直売
トマトやキュウリ、ナスなど、地元立川
で採れた新鮮な夏野菜を格安で販売
します。雨天実施。直接会場へ時7月
22日㈬午前11時から（売り切れ次第
終了）場市役所1階多目的プラザ、西
側テラス問産業観光課農業振興係・
内線2650

催し

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 くらしや仕事の相談 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

予精神障害者の家族相談
第2月曜日（祝日
の場合は第3月
曜日）

13:30〜16:30 立川麦の会
☎（563）4569

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

栄福祉作業所夏まつり
14回目となる夏まつりを開催。八小
の金管バンドや市民バンドの演奏、屋
台やゲームコーナーなども予定して
います。また、立川市指定収集袋も販
売します。直接会場へ時7月25日㈯午
前11時〜午後2時（荒天中止）場栄福
祉作業所問同作業所☎(536)0549

第4回吹奏楽ジャズ・ポップス
セミナー

ジャズ・ポップスの基本を学びます。2
日目は課題曲を発表し、さらに講師メ
ンバーの模範演奏もあります。打楽器
以外の参加者は原則として楽器持参

〔楽器のない方、中高生以外の方、指
導者の方は聴講参加も可（要申込）〕
対吹奏楽経験のある中高生時9月6日
㈰、10月11日㈰、午前9時30分〜午
後4時(全2回）場柴崎学習館師a.b.c 
Lab Bandの皆さんほか定50人(申
込順）持楽器、筆記用具、譜面台（お
持ちの方）申7月10日㈮から電話か、
氏名、電話番号、希望楽器、学年を書
いてEメールで柴崎学習館☎（524）
2773 e shibasakigakusyukan@
city.tachikawa.lg.jpへ

企画展「立川の遺跡2015」
昨年度の発掘調査の成果報告と、こ
れまでの調査で出土した遺物などの
展示・紹介。直接会場へ時7月22日㈬
〜9月6日㈰、午前9時〜午後4時30分

〔月曜日休館〕▶展示解説（担当者に
よる解説）=7月26日㈰、8月29日㈯、
午後2時から▶ミニ体験教室（マイギ
リ式火おこし等の体験）=毎週土曜・日
曜日の随時場いずれも歴史民俗資料
館問歴史民俗資料館☎(525)0860

ふれあいミュージックフェス
ティバル2015

障害のある方や小さなお子さんも一
緒に楽しめるコンサート。国立音楽
大学の皆さんによる華麗なブラスサ
ウンドの世界をお届けします時9月
27日㈰午後2時開演場国立音楽大
学講堂(柏町5−5−1)申 電話か、住
所、氏名、電話番号、希望枚数、車椅
子利用の有無を書いてファクスかE
メールで市民活動センターたちか
わ☎(529)8323Fax(529)8714 e

aiaivc@whi.m-net.ne.jpへ

NPO法人設立ガイダンス
NPOの意味や法人化の意義、手続
きの流れなどの基本的な説明をしま
す時7月28日㈫午後7時〜9時場総
合福祉センター費500円定20人(申
込順)申市民活動センターたちかわ☎

（529）8323へ

商店会と郡上おどり
南富士商店会が主催。岐阜県の伝統
芸能「郡上おどり」など。どなたでも参
加できます。商店会で販売している日
用品の抽選会や無料配布も実施。先
着150人に記念品も。直接会場へ時7
月25日㈯午後4時〜7時場多摩信用
金庫富士見支店駐車場（富士見町4−
9−22）問同祭事務局〔滝の上米店〕☎

（522）4019

国立国語研究所一般公開「ニホ
ンゴ探検2015」

日本語について楽しく学べるイベン
ト。1回30分の「ことばのミニ講義」や

官公署・その他

国語研オリジナル「スタンプラリーク
イズ」のほか、歴史民俗資料館の出張
ワークショップも開催します。直接会
場へ時7月18日㈯午前11時30分〜
午後4時場国立国語研究所（緑町10−
2）問国立国語研究所☎（540）4300

自衛官を募集中
平成28年入隊の自衛官を募集してい
ます。くわしくは、お問い合わせくだ
さい▷一般曹候補生・自衛官候補生
=18歳以上27歳未満の方▷航空学生
=18歳以上21歳未満の方▶防衛省・
自衛隊採用セミナー＝全般説明、種
目別リクルーター懇談、試験説明等
時7月24日㈮・8月6日㈭、正午から場
立川グランドホテル（曙町2−14−16）
問自衛隊立川出張所☎（524）0538

絵はがき「我が街・立川2014」
を販売

東京立川ロータリークラブは創立55
周年を記念して絵はがき「我が街・立
川2014」を作成しました。一般公募し
た作品から四季折々の立川を魅力的
に表現しているものを選定。1セット
15枚入り500円で販売。売上金は東
日本大震災で被災した青少年を支援
する「いわての学び希望基金」に全額
寄付します。購入について、くわしくは
お問い合わせください問同クラブ事
務局☎（525）4046

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●7月9日〜12日（前橋記念全Rを場
外発売）　●7月17日〜20日〔寛仁親
王牌（弥彦）全Rを場外発売〕　●7月
24日（FⅡ・ガールズ、取手FⅠ全Rを併
売）　●7月25日〜26日（FⅡ・ガール
ズ、福井記念全Rを併売）


