
イクメン・イクジイのための
読み聞かせチャレンジ講座

父親、祖父による読み聞かせの効果
などについての講座のほか、読み聞か
せの実演体験や参加者交流会を行い
ます対子育て中、または子育てに興味
のある男性（子どもの参加も可）時11
月13日㈰午前10時～正午場高松学
習館定20人（申込順）申高松図書館☎
（527）0015へ

ファミリー・サポート「依頼
会員」入会受付 at 西砂学習館

ファミリー・サポート・センターは、子
育てを手助けしてほしい人（依頼会
員）と、お手伝いできる人（援助会員）
が会員となり、家庭や地域での子育
てを支え合う会員組織です。依頼会
員の入会説明と入会手続きを行いま
す。入会には保護者の顔写真（3cm×
3cm）が1枚必要です。直接会場へ時
10月27日㈭午前10時～正午場西砂
学習館問ファミリー・サポート・セン
ター☎（528）6873

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10月22
日㈯午後１時～３時場女性総合セン
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

出張・出前子育てひろば

いずれも直接会場へ対０歳～学齢前
の子どもと保護者問子育て推進課子
育てひろば担当☎(528)4335

双子ちゃんのママ・パパおし
ゃべり会 at 西砂学習館

多胎児の親同士でおしゃべりをしな
がら、子育ての工夫や方法を探してみ
ませんか。直接会場へ時10月27日㈭
午前10時～正午（時間内は出入り自
由）場西砂学習館費50円（茶菓子代）
問子ども家庭支援センター☎（528）
6871

ほっとファミリー体験発表会
「親子になっていく　心がつな
がっていく」

「ほっとファミリー」とは、さまざまな
理由で親と一緒に暮らせない子ども
たちを家庭に迎え、実の親に代わっ
て育てる「養育家庭」の愛称です。里
親としての自分の体験を綴り、ドラマ
化もされた『ぶどうの木』の著者・坂本
洋子さんの講演とほっとファミリーの
体験発表を行います。直接会場へ時
10月29日㈯午前10時～11時50分場
女性総合センター定60人（先着順）
問子ども家庭支援センター☎（528）
6871

オープン子ども科学あそび隊

大学生と科学の実験をします対小学
３年～６年生（小学２年生以下は保
護者同伴で見学のみ）時11月26日
㈯午後１時30分～３時30分場二小
体育館師東京学芸大学教育学部理
科教育学教室の皆さん費100円(材
料代)定40人（申込順）持上履き、靴
入れ申10月11日㈫から高松学習館☎
（527）0014へ

親子ではじめてのプログラミ
ング

IchigoJamという入門基板の組み立
てと、ゲーム作りなどを体験し、パソ
コンも動かしてみましょう対小学生と
保護者時11月6日・13日の日曜日、午
前10時～正午（全２回）場高松学習
館師元システムエンジニア・梅田茂之
さん費2,000円（教材費）定６組（申込
順）申10月11日㈫から高松学習館☎
（527）0014へ

児童館対抗ドッジボール大会

対小学生以上時11月23日（水・祝）、午
前10時～午後４時30分場五小校庭
（雨天時は体育館）持交通費、昼食、
着替え、体育館履き申10月15日㈯～
11月12日㈯に、各児童館が配布する
申込用紙に必要事項を書いて、直接
各児童館、西立川児童会館へ問高松
児童館☎(528)2925

子ども・子育て

鬼うまフェス2017ポスター
デザイン

平成29年２月26日㈰に、オニ公園（錦
第二公園）で開催するグルメイベント
「鬼うまフェス2017」のポスターデ
ザインを募集します。くわしくは「鬼う
まフェス2017」のFacebookページ
をご覧いただくか、お問い合わせくだ
さい▶応募期限＝10月31日㈪〔必着〕
問錦商店街振興組合☎（519）3629、
市産業観光課・内線2644

楽市案内人ボランティア

たちかわ楽市で会場を案内するボラ
ンティアを募集します時11月５日㈯
午前９時～正午場国営昭和記念公
園みどりの文化ゾーン定20人(申込
順)申10月28日㈮までに市民活動セ
ンターたちかわ☎（529）8323へ

募集

7 立川市役所 （〒190-8666）立川市泉町1156-9  ☎（523）2111（代表）  Fax（521）2653

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 年年会費 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

平成28年（2016年）10月10日

西立川保育園（富士見町1-18-16）
毎週水曜日（12月28日、平成29年３月29
日、祝日を除く）、午前10時～11時45分
(午前11時まで受け付け)
こぶし会館（幸町5-83-1）
午前９時30分～正午、午後１時～３時
30分(各終了30分前まで受け付け)
11月 12月 １月 ２月 ３月
８日㈫
17日㈭
22日㈫

１日㈭
６日㈫
15日㈭
20日㈫

５日㈭
10日㈫
19日㈭
24日㈫

２日㈭
７日㈫
16日㈭
21日㈫

２日㈭
７日㈫
16日㈭
21日㈫
30日㈭

曙福祉会館（曙町3-44-17）
毎週金曜日（年末年始・祝日を除く）、午前
10時～正午
中里公会堂（西砂町5-11-13）
毎週月曜日（年末年始・祝日を除く）、午前
10時～正午
一番町北住宅（一番町4-62-3）
毎週金曜日（年末年始・祝日を除く）、午前
９時30分～正午、午後１時～３時30分
柴崎会館（柴崎町1-16-3）
午前９時30分～正午、午後１時～３時
30分(各終了30分前まで受け付け)
●は午前11時～午後３時
11月 12月 １月 ２月 ３月

●3日（木・祝）
10日㈭

●15日㈫
24日㈭

●１日㈭
８日㈭

●13日㈫
22日㈭

12日㈭
●17日㈫
26日㈭

●２日㈭
９日㈭

●14日㈫
23日㈭

●２日㈭
９日㈭

●14日㈫
23日㈭

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●10月19日～21日（FⅡ、20日～21
日=熊本記念を併売）　●10月22日
～23日（熊本記念を場外発売）　●
10月24日～26日〔宇都宮FⅠ（関東
カップ）を場外発売〕

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 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

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


