
お知らせ

官公署・その他
7月16日（月･祝）、女性総合セン
ターと図書館は臨時休館

７月16日（月･祝）は、設備点検のため女性
総合センターと図書館が休館します。
それに伴い、システムが一部休止しま
す。ご不便をおかけしますが、ご理解
をお願いします。
●施設予約システム　施設予約シス
テムを導入している施設（泉市民体
育館を除く）で、利用者端末機の使用
と窓口での予約に関する本申請手続
きなどが利用できません。なお、ご自
宅のパソコンや携帯電話からの仮予
約は利用できます。また、体育施設に
限り、泉市民体育館での本申請手続
きを受け付けます問各施設または生
涯学習推進センター☎（527）5757
●図書館　貸出システムを停止する
ため、中央図書館と各図書館は全館
休館します。また、点検準備のため、７
月15日㈰午後５時～16日（月･祝）は、図
書館ホームページの検索画面が使
用できません問中央図書館☎（528）
6800

被爆者健康手帳をお持ちの方
へ見舞金を支給します

４月１日現在、被爆者健康手帳をお持
ちで、引き続き市内にお住まいの方に、
見舞金を支給します。対象者には７
月上旬に関係書類を郵送しました。７
月31日㈫〔消印有効〕までに直接、ま
たは郵送で福祉総務課調整係（市役
所１階２番窓口）へ提出してください。
なお、対象の方で関係書類が届かな
い方はご連絡ください問福祉総務課
調整係・内線1490

自衛官を募集

平成31年入隊の自衛官を募集してい
ます。くわしくはお問い合わせくださ
い。
●対象　▶一般曹候補生・自衛官候
補生＝18歳以上27歳未満の方▶航
空学生（海上自衛隊）＝18歳以上23
歳未満の方▶航空学生（航空自衛隊）
＝18歳以上21歳未満の方
●採用セミナー　時７月24日㈫、８月
２日㈭、正午から場立川地方合同庁舎
（緑町4-2）
問自衛隊立川出張所☎（524）0538

夏休み学習スペース

夏休みの間、地域学習館（下表）のロ
ビー、教室等を学習スペースとして開
放します。なお、飲食・パソコンの使用
はできません▶期間＝７月21日㈯～
８月31日㈮▶時間＝午前９時～午後
４時30分問各地域学習館

市道1級16号線歩道拡幅工事
の説明会

市道１級16号線（殿ヶ谷街道）の歩
道拡幅工事の概要や今後の予定につ
いて説明します。直接会場へ時８月２
日㈭▷午後２時～３時▷午後７時～
８時場西砂学習館問工事課工事第二
係・内線2416

史跡玉川上水整備活用のため
の作業説明会

都水道局は、小平監視所（幸町6-36-
4、玉川上水駅近く）から下流で、水
路・のり面の保全のため、樹木のせん
定・伐採などを行っています。立川市・
小平市内でこれまでに行った作業の
報告と、今後の作業予定について説
明します。直接会場へ。駐車場はあり
ません時７月26日㈭午後７時～８時
30分場上水新町地域センター（小平
市上水新町1-14-18）問都水道局経
理部☎03（5320）6388、市公園緑地
課緑化推進係・内線2260

国民年金保険料の免除・猶予
申請

国民年金保険料免除・納付猶予制度
の平成30年度（平成30年７月～31
年６月）の申請を７月から受け付けま
す（申請月から２年１か月前までの未
納月についても申請可）。免除制度は、
保険料の支払いが困難な場合に、本
人・配偶者・世帯主の前年の所得に応
じて免除されるものです。猶予制度
は、50歳未満の方で、本人・配偶者の
所得が一定以下であれば猶予される
ものです。免除や猶予を希望する方
は、年金手帳、印鑑をご持参の上、申
請をしてください。なお、離職した方
には「特例免除」もあります。失業して
いることが確認できる公的機関の証明
（雇用保険受給資格者証、離職票等）

もご持参ください問市保険年金課国
民年金係・内線1394、日本年金機構
立川年金事務所☎（523）0352

　立川競輪場では白熱したレースだけでなく、家族で楽しめるイベ
ントなどを開催しています。くわしいイベント内容は「立川競輪」の
ホームページをご覧ください。 問たちかわ競輪場☎（524）1121

立川FⅡレース　７月21日土～23日月 
東京出身の新人選手が出場し、白熱
したレースを繰り広げます。市民の丘
でファミリー
向けイベント
や、選手による
トークショー、
抽選会も。

立川よいと祭りで ８月４日土
立川競輪ブースを出展
競輪選手と一緒にスピードチャレン
ジ体験ができ
ます。豪華な
景品も場サン
サンロ ード
（曙町）

第10回山口健治杯 ８月６日月～８日水 
日本名輪会カップFⅠレース
「ヤマケン」「江戸鷹」として親しまれた
日本競輪界のスター山口健治さんの名
前を冠して10回目となる
記念レース。アルバルク東
京のチアリーダーによる
パフォーマンスも。

競輪場に遊びに行こう！

学習
館名 電話番号 定員 利用でき

ない日
柴崎 ☎（524）2773 24人

７月23日、
８月13日・
27日の
月曜日

砂川 ☎（535）5959 30人

西砂 ☎（531）0431 20人

高松 ☎（527）0014 10人

錦 ☎（527）6743 18人

幸 ☎（534）3076 10人

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予相続相談 第2・第4火曜日

予法律相談 第3土曜日 社会福祉協議会
☎（529）8300

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1545

予 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、
第1・第3土曜日

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

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　祝日はお休み

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

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●7月10日～12日〔取手FⅠを場外発
売〕●7月21日～23日〔立川FⅡ、福井
記念を併売〕●7月24日〔福井記念を
場外発売〕

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

平成30年（2018年）7月10日


