
お知らせ

宝くじ文化公演～東京オーケ
ストラMIRAI×小山実稚恵

出演は、曽我大介さん（指揮）、小山実
稚恵さん（ピアノ）、東京オーケストラ
MIRAI（管弦楽）の皆さん対小学生以
上の方時平成30年２月24日㈯午後
２時開演場たましんRISURUホール
大ホール費一般2,000円、学生1,000
円（全席指定。宝くじの助成による特
別料金）問たましんRISURUホール☎
（526）1311

東京都交響楽団プレミアムコ
ンサート立川公演

対４歳以上の方時平成30年２月４日
㈰午後３時開演場たましんRISURU

ホール定1,200人（抽選）申12月22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

立川市役所ロビーコンサート

出演は藤原唯さん（ソプラノ）、前川
健生さん（テノール）、南澤佳代子さ
ん（ピアノ）。曲は歌劇『椿姫』より「乾
杯の歌」、歌劇『トゥーランドット』より
「誰も寝てはならぬ」ほか。直接会場
へ時12月21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
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飾りと七草粥つくり
作った団子と七
草粥を試食しま
す対小学生以上
の子どもと保護
者（大人のみの
参加も可）時平
成30年１月14日
㈰午前10時～午後１時場歴史民俗
資料館師立川民俗の会の皆さん費
500円（材料代。小学生は300円）定
30人（申込順）持エプロン、バンダナ、
タオル申12月10日㈰から歴史民俗
史料館☎（525）0860へ

さくらの保全活動をしてみよう！

根川緑道の桜を観察し、簡単な土壌
改良を行います時12月17日㈰午前
10時～正午ごろ場柴崎市民体育館
前集合師樹木医・甲野毅さん、根川緑
道さくらを守る会の皆さん定10人（申
込順）申氏名、連絡先を書いてファク
スまたはEメールでNPO法人集住グ
リーンネットワークFax（525）4561 e

tkounoo@gmail.comへ問市公園
緑地課・内線2260

生涯現役・にしすな塾「男性
の料理教室」

日頃料理をしない男性でも手軽に作
れるイタリア料理のニョッキ、デザー
トにシフォンケーキを作ります対50
歳以上の男性時平成30年１月13日
㈯午前10時～午後１時30分場西砂
学習館師料理愛好家・小林マサさん
費600円（材料代）定20人（申込順）
持エプロン、三角巾、筆記用具申12
月12日㈫から西砂学習館☎（531）
0431へ

成人を祝うつどいを開催

市と成人を祝うつどい実行委員会は、
成人を迎える若者たちの門出を祝福
するため、「成人を祝うつどい」を開催
します。対象は平成９年４月２日～平
成10年４月１日に生まれた新成人約
1,800人。郵送する案内状の封筒が
入場券になります。公共の交通機関
をご利用ください。
●日時　平成30年1月8日（月・祝）正午
から（午前11時開場）
●場所　たましんRISURUホール
●内容　▶記念式典＝吹奏楽演奏
（立川市吹奏楽団）、励まし・お祝い
の言葉（市長・市議会議長）、新成人
の言葉▶記念アトラクション＝明治
大学アカペラサークルSound Arts
「a

ア レ グ レ

LegLe」、立川女子高等学校ダンス
部、恩師・著名人ビデオメッセージほ
か▶交流会場（地下展示室）＝懐かし
の給食を提供する無料喫茶コーナー、
くるりん・ウドラとの記念撮影コーナー
問子ども育成課青少年係・内線1306

資源とごみの収集カレンダー
は届いていますか

平成30年版の資源とごみの収集カレ
ンダーを全戸配布しています。ごみの
減量と資源の有効利用にご活用くだ
さい。12月12日㈫までに届かない場
合はご連絡ください問ごみ対策課☎
（531）5517

催し

　11月21日にホテル日航立
川東京で９市（立川市、昭島
市、小平市、日野市、国分寺
市、国立市、福生市、東大和
市、武蔵村山市）の市長によ
る広域連携サミットが開催
されました。
　今回は、「広域連携による観光施策の推進～多摩の魅力を生かした観
光振興に向けて」をテーマに、「観光」にスポットを当てた意見交換を行い
ました。当日は、約160人の傍聴者で会場がほぼ満席となる中、広域連携
による今後の展望等についてさまざまな発言がありました。
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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
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も
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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
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直
外
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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

市役所☎（523）2111くらしの相談日程 予=予約制　直=直接会場（先着順）　 =電話相談　祝日と12月29日㈮～１月３日㈬はお休み

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●12月14日～17日〔佐世保記念を場外
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

広域連携サミットが開催されました平成29年度

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29年（2017年）12月10日


