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募集

子育て支援ボランティア
わらべうた、読み聞かせ、手遊び、おも
ちゃ作りなど、あなたの特技を生かし
てみませんか。子育て支援に力を貸し
てくださる地域の方を探しています
対市内在住で子育て支援に興味のあ
る方またはグループ(年齢不問)申9
月30日㈬までに子ども未来センター
子育て支援事務室☎(529)8664へ

たちかわ楽市2015出演・出展
者

たちかわ楽市は、11月7日㈯・8日㈰
に国営昭和記念公園で開催されま
す。音楽・ダンス部門に出演する方（プ
ロ・アマ、ジャンル問わず）と手づくり
の作品を出展・販売する方を募集しま
す。応募多数の場合、参加できないこ
ともあります申9月30日㈬までに、電
話、または応募内容を書いてファクス、
Eメールで立川まちおん・鈴木さんFax

（529）6000 e kazu.abebe@nifty.
com☎080（3527）4476へ問立川市
地域文化振興財団☎（526）1312

保育園就職支援相談会
参加保育園は、市内の認可保育園（私
立）です。直接会場へ対保育士の資格
をお持ちの方、保育士の資格を取得
しようとしている方時9月26日㈯午前
10時〜正午場市役所208・209会議
室問市保育課保育・幼稚園支援係・内
線1320

「市民後見人」養成講座説明会
立川市社会福祉協議会では、地域の
住民が市民の後見人となるための市
民後見人養成講座を開催します。受
講を希望する方は説明会へお越しく
ださい時10月17日㈯午後1時30分〜
4時場総合福祉センター師弁護士・赤
沼康弘さん定60人(申込順)申立川
市社会福祉協議会地域あんしんセン
ターたちかわ☎（529）8319へ

Jリーグ・東京ヴェルディ「立川
市サンクスマッチ」

10月4日㈰午後5時か
ら味の素スタジアム
(調布市)で行われる
東京ヴェルディ対コ
ンサドーレ札幌戦が立川市サンクス
マッチとして開催されます。この試合
は、市内在住・在勤・在学の方は無料
で観戦できます申9月15日㈫から市
役所1階総合案内、泉・柴崎市民体育
館で配布する観戦チラシに必要事項
を書いて、当日、味の素スタジアム前
のチケット引き換えブースにお持ち
ください。観戦チケット（MB自由席）
と引き換えます問スポーツ振興課☎

（536）6711

お知らせ

官公署・その他

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）

教育支援課相
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

●9月19日〜23日（オールスター@
松戸を場外発売）　●9月25日〜27
日（関東カップ@弥彦FⅠを場外発売）

動物愛護ふれあいフェスティバル
都が環境省や動物愛護団体等と共に
開催。平成27年度のテーマは「飼う前

子ども未来センターのコミュニティプログラム
を一緒に作りましょう時 9月25日㈮
午前10時〜11時45分 費 500円（資
料代）定5人（申込順）持パソコン申9
月24日㈭までに電話、または氏名、
連絡先を書いてEメールでパソコン
ライフ・小宮山さん☎090（1261）
4165 e pclife042@yahoo.co.jpへ
●「かみさまとのやくそく」上映会　
赤ちゃんの胎内記憶に関するドキュ
メンタリー映画。上映後にカフェタイ
ムも時 9月26日㈯①午前10時〜午
後0時25分②午後1時15分〜3時40
分 費 1,500円（18歳未満は無料）定
各70人（申込順）申 9月25日㈮まで
に専用フォームHPwaccacitta.com
で氏名、連絡先、参加人数、希望の
上映回を書いて、ワッカチッタ・松村
さん☎（529）8682（協働事務室）e

waccacitta@gmail.comへ

　子ども未来センターでは登録団体
がホスト役となり、多種多様なコミュ
ニティプログラムを展開しています。
場子ども未来センター
●カホンを演奏してみよう　プロ奏
者に叩き方を教えてもらい、ギター
のメロディに合わせて合奏しましょ
う。初めての方も大歓迎 対 小学生以
上（小学2年生以下は保護者同伴）
時 9月23日（水・祝）午前9時30分〜
11時30分師カホン奏者・平島聡さん
費500円（資料代ほか）定20人（申込
順）持カホン（8台まで貸し出しあり）
申 9月22日㈫までに、氏名、年齢、連
絡先、参加人数を書いてEメールで
だるあるす・井上さん e iy_siesta@
yahoo.co.jp☎080（5071）0081へ
●名刺・ラベル・シールを作ろう　ア
プリを利用し、手軽にきれいな作品

も、飼ってからも考えよう」。動物愛護
セレモニー、移動水族館、パネル展示
などを行います。直接会場へ時9月12
日㈯午前11時〜午後4時場上野恩賜
公園内（噴水池前広場・上野動物園）
問都福祉保健局健康安全部環境保健
衛生課☎03（5320）4412

「全国一斉!法務局休日相談所」
開設

土地・建物の相続や贈与などの登記
に関すること、土地の境界に関するこ
と、戸籍や国籍に関すること、人権相
談など、お気軽にご相談ください。相
談・講演とも予約優先▶相談＝時10
月4日㈰午前10時〜午後4時（受け付
けは午後3時まで）場立川地方合同庁
舎（緑町4−2）▶講演＝公証人による
講演会「遺言と相続について」時10月
4日㈰午前10時30分〜11時30分申

10月2日㈮までに東京法務局民事行
政調査官室☎03（5213）1319へ

東京地方・家庭裁判所立川支部
庁舎見学会

東京地方・家庭裁判所立川支部では、
「法の日」週間（10月1日〜7日）の行
事として、庁舎見学会を実施します時
10月5日㈪午後2時〜3時50分（午後
1時30分受付開始）定80人（申込順）
申9月17日㈭〜10月2日㈮に東京地
方裁判所立川支部庶務第一課庶務係
☎（845）0297〔午前8時30分〜午後
5時。土曜・日曜日、祝日を除く〕へ


