
特別展「茶の湯」関連文化講演
会

東京国立博物館平
成館で開催される
特別展「茶の湯」
に関連して、日本
が誇る“茶の湯”の
伝統と、各時代を
象徴する名品につ
いてお話しします。NHKと共催。来場
者には無料招待券を1人1枚差し上
げます時４月21日㈮午後７時～８時
40分場女性総合センター師東京国立
博物館学芸研究部研究員・横山梓さ
ん定180人（抽選）申３月24日㈮〔必
着〕までに、往復はがき（１枚につき２
人まで）に全員の住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号、返信用宛先を
書いて生涯学習推進センター文化講

催し

たま夢婚～公開結婚式

TAMAウエディング推進会と国営昭
和記念公園の共催。自分の住むまち、
働くまちなど２人に愛着のある場所
で結婚式を挙げる「ホームタウンウエ
ディング」。多摩地域にゆかりのある
カップルが、緑あふれる国営昭和記
念公園で公開結婚式を行います。明
るい未来を祝福してください。直接会
場へ時３月25日㈯午前11時～午後
１時場国営昭和記念公園花みどり文
化センター・ゆめひろば問TAMAウエ

ディング推進会事務局〔立川グランド
ホテル内〕☎（525）1211、市企画政
策課・内線2687

「たちかわし環境ブック2016」
を発刊

市は、市民の皆さんに身近な環境に
関心を持っていただくため、環境報告
書「たちかわし環境ブック」を毎年発
刊しています。環境測定データや市の
環境状況報告のほか、フードロス対策
を取り上げた特集や、市民団体・事業
者・学校などによる環境配慮行動の紹
介を盛り込んだ冊子です。市環境対
策課（市役所２階79番窓口）で配布す
るほか、市ホームページ、市政情報コ
ーナー（市役所３階）、市図書館でご覧
になれます問環境対策課・内線2243

法律相談の会場を変更します

毎月第４木曜日に女性総合センター
で実施している法律相談の会場を、４
月から窓口サービスセンター（立川タ
クロス１階）に変更します（予約制）対
市内在住・在勤の方問生活安全課☎
（528）4319お知らせ

日ごろから市民活動団体によって開催されて
いる「コミュニティプログラム」。春のまんが
まつりでは、「まんが」をテーマにした子ども
から大人まで楽しめるプログラムが盛りだく
さんです。

申込方法など、くわしくは「立川市子ども未来センター」のホームページを
ご覧ください問市民活動コーディネーター・落合さん☎080（5402）4423 e

c-program@t-mirai.com

《プログラムの一部を紹介》
●パラパラまんがをつくろう
●まんがで英語を学ぼう
●手づくりゲームを楽しもう
●アニメソングをうたおう
●手作り酵母をつくってみよう　など
＊参加費（実費）がかかるプログラムも
　あります。

3月19日㈰
午前10時

～午後4時

子ども未来
センター

月19日㈰
まんがまつ

り
まんがまつ

り
春の

砂川高校・五日市高校吹奏楽
部 定期演奏会

直接会場へ時３月29日㈬午後６時30
分から場幸学習館講堂問砂川高校・
代田さん☎（537）4611

官公署・その他

演会係〔〒190-0012曙町2-36-2〕
☎（528）6872へ。電子申請も可（市
ホームページから「電子申請」で検索）

子ども未来センターのコミュ
ニティプログラム

費用、申込方法等くわしく
は「立川市子ども未来セ
ンター」のホームページ
をご覧ください（右上２次元コードか
らアクセス可）
●うきうきの春を迎えよう!プリザー
ブドフラワーアレンジメント　時３月
20日（月・祝）午前10時30分～午後０時
30分場たましんRISURUホール３階
ギャラリー問ほっと♡ハート・松井さ
ん☎070（6668）2327
●みんなあつまれ!わらべうたライブ
　時３月25日㈯午前10時30分～11
時30分場子ども未来センター問立川
子ども劇場・松尾さん☎（526）0731
〔火曜・金曜日の午前10時～午後３時〕

SDGs講演会「世界を知ると
人生の可能性が広がる」

国連で採択された「持続可能な開発
目標」（SDGs）をテーマに世界の諸問
題について学び、将来グローバルな
視点で自ら考え行動する必要性やそ
の方法を話します。直接会場へ対中
学生と保護者時３月18日㈯午後２時
30分～４時15分場立川グランドホテ
ル４階（曙町2-14-16）師慶應義塾大
学大学院教授・蟹江憲史さん定100人
（先着順）問立川青年会議所事務局
☎080（1040）8471、市生涯学習推
進センター☎（528）6872

立川市役所ロビーコンサート

出演は荻原和音さん（鍵盤ハーモニ
カ）、伊藤智也さん（アコースティック
ギター）。曲は「黒猫のタンゴ」「小犬
のワルツ」「ラ・クンパルシータ」ほか。
直接会場へ時３月16日㈭午後０時20
分～０時50分場市役所１階多目的
プラザ問立川市地域文化振興財団☎
（526）1312

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●3月21日～23日〔小田原FⅠ（神静民
報社杯争奪戦）を場外発売〕

相談項目 相談日 時　間 場　所 連絡先

総
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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 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
、

直
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

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
※４月から第４木曜日の会場
が変更になります（右上記事）。

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

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

11 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
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