
お知らせ

官公署・その他

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25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
教育学教室の学生の皆さん費100円
（材料代）定40人（申込順）持上履き、
靴入れ申10月10日㈫から高松学習
館☎（527）0014へ

自転車に乗れない小学生のた
めの自転車教室

対市内・近隣に在住・在学で、自転車
に乗れない小学生時11月12日㈰午
前９時～午後４時（雨天中止）場立川
競輪場費50円（保険料）定20人（抽
選）持昼食、飲み物（自転車は貸し出
します）申10月26日㈭〔必着〕までに
教室名と住所、氏名、年齢、身長、電話
番号を書いて、はがき（１枚につき１
人）で事業課〔〒190-0012曙町3-32
-5立川競輪場内〕☎（524）1121へ

まじょのぼうし工作会

ハロウィーンの仮装に使える魔女の
帽子を画用紙などで作ります対４歳
～小学２年生時10月21日㈯午後２時
30分～３時場こぶし会館定20人（申
込順）申10月11日㈬から幸図書館☎
（536）8308へ

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。先着40点）。壊れ
た部品なども一緒にお持ちください。

ハロウィンジャンボ宝くじ

「ハロウィンジャンボ宝くじ」と「ハロ
ウィンジャンボミニ」を10月11日㈬か
ら発売。収益金は、明るいまちづくり
や環境対策、福祉向上のために役立
てられます問公益財団法人東京都区
市町村振興協会☎03（5210）9945

高圧ガス防災訓練

都は、高圧ガス関係事業者、警察、消
防による防災訓練を実施します。周辺
住民、施設利用者の方には、施設使用
制限、訓練時の発生音などでご迷惑
をおかけします。訓練は見学が可能
です。車での来場はご遠慮ください時
10月20日㈮午後０時30分～４時場
立川市民運動場（柴崎町５丁目10番
地先）問都環境局環境改善部環境保
安課☎03（5388）3542

TOKYOウオーク2017（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2017」のホーム
ページをご覧ください時10月21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

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
対市民の方時10月28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

にしき子ども観劇会「影絵を
楽しもう！」

日本昔話
「三枚のお
札」、歌と
影絵「はら
ぺこあお
むし」ほか。直接会場へ時11月1日㈬
午後２時15分～３時15分（午後２時
開場）場錦学習館定150人（先着順）
問錦学習館☎（527）6743

シリーズ発達障がい「進学と
就労について聞いてみよう」

テーマに沿って講師と先輩ママにお
話を聞きます時11月７日㈫午前10
時～午後０時30分場柴崎学習館師
家庭支援員・藤井望さんほか定30人
（申込順）保若干名（１歳～学齢前）
申10月10日㈫から電話、または氏
名、連絡先を書いてEメールで柴崎
学習館☎（524）2773 e shibasaki
gakusyukan@city.tachikawa.
lg.jpへ

場泉市民体育館定30人（申込順）問
立川市体育協会☎（534）1483

行政相談週間

10月16日～22日は行政相談週間で
す。国の仕事（生活保護、年金・保険、
登記、雇用、道路・河川など）に関する
相談を受け付けます。相談は無料で、
秘密は守られます。
●行政苦情110番　電話かファクス
で総務省東京行政評価事務所☎0570
（09）0110〔PHS・IP電話の方は☎03
（3363）1100〕Fax03（5331）1761へ
●行政相談委員　▶栗原聰＝羽衣町
☎（521）3733〔勤務先〕▶滝島栄次
＝砂川町☎（536）6549▶田中義則＝
幸町☎（537）2814▶市川美智子＝高
松町☎（525）1849《順不同・敬称略》
●行政相談（事前予約制）　時毎月第
３水曜日、午前９時30分～11時45分
場市民相談室（市役所3階）
問生活安全課市民相談係☎（528）
4319

国民年金は海外に移住しても
加入できます

海外に移住すると国民年金は強制加
入被保険者ではなくなりますが、日本
国籍の方であれば国民年金に任意加
入することができます。納付済期間に
応じた基礎年金の受給、死亡したとき
や障害が残ったときに遺族基礎年金
や障害年金が支給されます。申し込み
には国内にいる親族等の協力者が必
要です問▷これから海外に転出する
方＝市保険年金課国民年金係・内線
1394▷現在海外に居住されている方、
日本国内に住所を有したことがない
方＝日本年金機構立川年金事務所☎
（523）0352

子ども・子育て

普通救命士講習会

立川市体育協会と立川消防署の共
催。申込締め切りは10月20日㈮。費
用、申込方法等くわしくは、「立川市体
育協会」のホームページをご覧くださ
い時12月３日㈰午前８時30分～正午

相談項目 相談日 時　間 場　所 連絡先
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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

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

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●10月10日～12日〔FⅡ、弥彦FⅠを併
売〕　●10月19日～22日〔熊本記念を
場外発売〕

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、民事的な
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

第4木曜日 立川タクロス
1階

予相続・登記・成年後見等 第1・第3・第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
火曜・水曜・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

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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