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平成28年（2016年）9月10日

認知症相談会

時9月27日㈫午前10時～正午場一番
福祉会館定3組(申込順)申高齢福祉
課介護予防推進係・内線1472へ

介護予防教室「アクティブ体操」

対65歳以上の市民の方時①9月24

日㈯午後1時30分～3時②10月5日
㈬午後2時～3時30分(どちらかを
選択)場高松学習館定各25人(申込
順)申9月10日㈯午前9時から中部
たかまつ地域包括支援センター☎
(540)2031へ

敬老金をお届けします

9月15日現在、88歳と99歳以上の方
に、長寿をお祝いして地区担当の民
生委員が敬老金をお届けします問福
祉総務課調整係・内線1490

ふれあい演芸会出演者募集

11月10日㈭・11日㈮に柴崎福祉会館
で開催。演目は音曲（カラオケを含む）、
舞踊、手品、曲芸など自由（1人1種目）。
応募者多数の場合は抽選対60歳以

秋の食楽祭

ライブハウスやアレアレア2などで食
と音楽を楽しみます。主催は立川南口
すずらん通り商店街振興組合。直接
会場へ時9月22日（木・祝）午前11時～
午後9時場立川駅南口すずらん通り
一帯（錦町）問同祭事務局〔TTM㈱〕
☎（524）5787、市産業観光課・内線
2644

平和人権16ミリ「砂川闘争」
映画会

「砂川の人 ・々基地反対斗爭の記録」
「麦死なず」「流血の記録砂川」「草
の根の人びと・砂川闘争の記録」の4
本を上映時10月8日㈯午後1時～3
時30分場柴崎学習館定25人(申込
順)申9月10日㈯から柴崎学習館☎
（524）2773へ

立川南口の風景展～映画館を
中心に

かつて立川駅南口にあった映画館や
その周りの風景、当時の映画のパンフ
レットなどを展示。直接会場へ時9月
22日（木・祝）まで、午前9時～午後5時
場柴崎学習館問同館☎（524）2773

TOKYOウオーク2016（多
摩川エリア）

コースは、8km、12km、20km、30km、
45km。受付時間、申込方法などは、
TOKYOウオーク2016のホームペー
ジをご覧ください時10月22日㈯場▶
スタート会場＝コースにより異なりま
す▶ゴール=ガス橋緑地（大田区）費
▶事前申し込み〔10月3日㈪まで〕=大
人1,000円、中高生・75歳以上500円
▶当日申し込み=大人1,500円、中高
生・75歳以上1,000円（小学生以下は
無料）問同大会事務局☎03（5256）
7855

東京都交響楽団プレミアムコ
ンサート立川公演

対4歳以上時11月5日㈯午後3時開演
場たましんRISURUホール定1,200
人（抽選）申9月12日㈪～10月7日㈮
〔消印有効〕までに、往復はがきに代
表者の住所、氏名（ふりがな）、電話番
号、同行者（2人まで）の氏名、返信用
宛先を書いて、プレミアムコンサート
立川公演事務局（〒103-0014中央
区日本橋蛎殻町2-13-9協栄ビル1
階）☎03（3669）8551へ。東京都交
響楽団のホームページからも申し込
み可問市地域文化課・内線4501

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

相談項目 相談日 時　間 場　所 連絡先

総
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ン
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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 手当・医療費給

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

予=予約制 直=直接会場（先着順）市役所☎（523）2111くらしの相談日程 =電話相談　祝日はお休み

直

催し

シニア

多摩川一斉清掃

クリーン多摩川実行委員会が主催。
直接会場へ時9月25日㈰午前7時か
ら（小雨決行）場市域の多摩川河川
敷ほか問東京立川ライオンズクラブ☎
（524）0954〔午前10時～午後4時〕、
市ごみ対策課☎（531）5517

日 時間 サークル名 持ち物など

９月11日㈰ 午前10時～午後３時
立川市アマチュア無線クラ
ブ

持従事者免許証（お持ち
の方のみ）

14日㈬ 午後３時～５時 砂川書道友の会
15日㈭ 午前10時～正午 ペン字筆字を楽しむ会 持ボールペン、A4用紙

16日㈮ 午前10時～正午 申コパークラフト友の会 費1,000円（材料代）申寺
坂さん☎(537)3387へ

20日㈫ 午後７時～９時 砂川ギターサークル

21日㈬ 午前10時～11時30分
中高年から始めるらくらくピ
アノ

24日㈯ 午前10時～正午 十文字自彊術「野いちご」 持バスタオル

10月１日㈯ 午前10時30分～11時30分
この指とまれ ! (フォークダン
ス) 持室内用運動靴

４日㈫ 午後１時～３時 太極拳タオの会 持室内用運動靴

６日㈭
午前10時～正午 砂川手話友の会
午前10時～正午 新尺八の会 費500円(パイプ代)

28日㈮ 午後１時～３時 きぬ絣(ハンカチで作る巾
着)

持ハンカチ(薄地21cm×
21cm)、細ひも(50cm２
本)、裁縫用具、ミシン糸

日時などは下表の通り申マークのついたサークルは申込制。そのほかは直接会
場へ場砂川学習館問同館☎(535)5959

表の通り申申マークのついたサークルは申込制 そのほかは

砂川学習館まつり公開教室

近代五種日本代表としてリオデジャネイロオリ
ンピックに出場した朝長なつ美さん（市内在住・
在勤）は、1,307点をマークし、この競技で男女を
通じて日本人過去最高順位の13位に入りました。
たくさんのご声援をありがとうございました。

朝長なつ美さん
　　　　　　　過去最高順位13位

と も  な が

リオオリンピック


