
11 立川市役所 （〒190-8666）立川市泉町1156-9  ☎（523）2111（代表）  Fax（521）2653平成27年（2015年）8月10日

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）

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

親子自転車教室
交通安全の話や
DVDの上映の
ほか、自転車シ
ミュレーターで
交通ルールや自
転車の安全な乗
り方を学びます。
反射材用品のプレゼントのほか、自
転車来場者で希望者には自転車マス
タードライバー証を交付。立川警察署、
立川国立地区交通安全協会と市の共
催対市内在住の小学生と保護者(必
ず保護者同伴)時8月16日㈰午前10
時〜11時場立川警察署（緑町）定10組

（申込順）申8月15日㈯までに立川警
察署交通総務係☎(527)0110へ問
市交通対策課・内線2280

吹奏楽「サマーコンサート」
立川市吹奏楽団による演奏。第1部
はアンサンブルステージ。第2部は
吹奏楽ステージ。曲目はNHK大河ド
ラマ「花燃ゆ」メインテーマなど。直
接会場へ時8月30日㈰午後2時開演

（午後1時30分開場）場柴崎学習館
定150人(先着順)問柴崎学習館☎
(524)2773

シリーズ発達障がい「たんぽぽ
おしゃべり会」

発達障がい児の就園・就学をテーマ
にお話ししませんか時9月15日㈫午
前10時〜正午場子ども未来センター
定20人（申込順）保若干名(1歳〜学
齢前)申8月11日㈫から柴崎学習館☎

（524）2773へ 0180（994）223～5開催案内・レース結果

●8月17日（FⅡ・ガールズ）　●8月
18日〜19日（FⅡ・ガールズ、静岡FⅠ
を併売）　●8月20日（静岡FⅠを場外
発売）

交通安全講習会
交通事故防止を図るため、市は立
川国立地区交通安全協会と協力して

「交通安全講習会」を開催します。日
程と会場は下表の通り。いずれも時間
は午後7時から。直接会場へ問立川国
立地区交通安全協会事務局☎（522）
7259、市交通対策課・内線2280

おもちゃの病院
子どもたちの物を大切にする心を育
てるため、壊れたおもちゃを修理し
ます。1世帯2点までで先着40点です。
壊れた部品なども一緒にお持ちくだ
さい。部品代がかかる場合は実費負
担です。直せないものもあります。直
接会場へ対市内在住の方時8月22日
㈯午後1時〜3時場子ども未来セン
ター問生活安全課消費生活センター
係〔女性総合センター5階〕☎（528）
6801

第65回社会を明るくする運動
「サッカー教室」

社会を明るくする運動立川市実施委
員会は、東京ヴェルディのコーチによ
るサッカー教室を開催します対市内
在住・在学の中学生時9月6日㈰午前
9時〜正午場六中申8月28日㈮まで
に市福祉総務課・内線1490へ

NHKラジオ番組「旅ラジ！」が
立川にやってくる!

NHKラジオ
で、毎日昼に
放送されてい
るラジオ番組「旅ラジ！」が、立川で公
開生放送を行います。「旅ラジ！」はス
テージ付きのラジオ中継車「 9

きゅう

0
まる

ちゃ
ん号」が1年間で全国をまわり、地域の

「やる気・元気・本気」を紹介するラジ
オ番組。当日は、たちかわ交流大使・
山下洋輔さんもゲスト出演します。放
送中は、自由に観覧できます。直接会
場へ時8月25日㈫午後0時30分〜0
時55分場たましんRISURUホール横

（雨天の場合は、同ホール内）問広報
課・内線2747

防災ビデオ上映会「マグニチュ
ード 明日への架け橋」

阪神淡路大震災の
教訓を風化させま
いと、制作された作
品 。主 演は緒 形 直
人、薬師丸ひろ子時
9月1日㈫▷午前10
時〜11時30分▷午
後1時30分〜3時場高松学習館定各
50人（申込順）申8月11日㈫から高松
学習館☎（527）0014へ

立川市役所ロビーコンサート
オーボエ、チェロ、ピアノのトリオ「ピ
オーチェ」による演奏です。曲はヘン
デル「水上の音楽」、「少年時代」ほか。
直接会場へ時8月18日㈫午後0時20
分〜0時50分場市役所1階多目的プ
ラザ問地域文化振興財団☎（526）
1312

こどもも大人も楽しめる、とん
からりんはた織りまつり

とんからりん機織りクラブの皆さんに
よる作品展示や、本格的はた織り機
や卓上はた織り機などのミニ体験教
室など。直接会場へ時8月30日㈰▷午
前の部=午前10時〜11時30分▷午
後の部=午後1時〜3時（受け付けは
午後2時30分まで）場歴史民俗資料
館師とんからりん機織りクラブの皆さ
ん費100円〜500円（ミニ体験参加の
方のみ。材料代）問歴史民俗資料館☎
(525)0860

子どもと楽しむ行事食②〜運
動会のお弁当編

手作りチキンナゲット、オリジナルフ
ライドポテト、飾り切り、のりまきなど。
作った後、保育室で待っているお子
さんも一緒に試食します時9月8日㈫
午前10時〜午後1時場高松学習館師
フードスタイリスト・八木佳奈さん費
700円（材料代）定24人（申込順）保若
干名（1歳〜学齢前）申8月11日㈫か
ら高松学習館☎（527）0014へ

≪お詫びと訂正≫
7月25日号5面たまがわ・みらいパー
クの催し表中、誤りがありました。正
しくは、たまみら朝市時8月16日㈰午
前10時〜正午です。お詫びして訂正
します。

交通安全講習会
日程 会場

９月１日㈫ 九小体育館
　　３日㈭ 滝ノ上会館
　　４日㈮ 二小家庭科室
　　７日㈪ 羽衣中央会館
　　８日㈫ 高松会館
　　９日㈬ 柴崎会館
　　11日㈮ 錦学習館
　　14日㈪ 上砂会館
　　16日㈬ 南部自治会公会堂（栄町）


