
お知らせ

宝くじの助成金で備品を整備

立桜会は、一般
財団法人自治
総合センター
のコミュニティ
助成事業によ
る宝くじの助
成金を受け、地
域活動の広報
や参加促進等
を行うための
設備等を整備しました。コミュニティ
助成事業は、宝くじの受託事業収入
を財源として行われています。コミュ
ニティ活動の促進と健全な発展を図
るとともに、宝くじの社会貢献広報を
目的としています問協働推進課・内線
2627

第九合唱団員（経験者）募集

12月27日㈮にたましんRISURUホー
ルで開催されるコンサートでキエフ
国立フィルハーモニー交響楽団と一
緒にベートーベン「第九」を歌う合唱
団員を募集します▶初回練習日＝時
9月18日㈬午後6時30分～9時（練
習は全17回）▶練習場所＝たましん
RISURUホールほか費22,000円（参
加費、チケット2枚分）問認定NPO
法人おんがくの共同作業場☎（522）
3943、立川市地域文化振興財団☎
（526）1312

1490緑のカーテン用の種を集めます

夏の暑さをしのぐ緑のカーテン用の種
（ゴーヤやアサガオなど）を集めます。
市役所1階総合案内に「緑のカーテン
たねボックス」を設置します。集めた
種は、令和2年2月に開催するくらし
フェスタなどで希望者に配布する予
定です問環境対策課環境推進係・内
線2244

1490「全国家計構造調査」を実施します

総務省は、都道府県、市区町村を通じ
て、「2019年全国家計構造調査」を実
施します。調査員が調査対象になった
方のお宅に訪問します。ご協力をお願
いします▶調査期間＝8月～11月問
市総務課統計係・内線2792

2627 官公署・その他

消費税軽減税率制度説明会

事業者の方を対象に、10月1日から
実施される消費税軽減税率制度の
説明会を開催します。軽減対象品目
の取り扱いがある消費税の課税事業
者の方だけでなく、多くの事業者の
方に関係のある制度です。直接会場
へ。車での来場はご遠慮ください時
9月3日㈫～5日㈭▷午前10時～11
時30分▷午後1時30分～3時場立川
地方合同庁舎３階共用会議室（緑町
4-2）問立川税務署法人課税第1部門
☎（523）1181

交通安全講習会

交通事故防止を図るため、講習会を
開催します。直接会場へ時・場下表の
とおり問立川国立地区交通安全協会
事務局☎（522）7259

日時 会場
８月22日㈭ 午後６時から 滝ノ上会館

　　23日㈮ 午後６時から 上砂会館

　　28日㈬ 午後６時から 柴崎会館

　　29日㈭ 午後６時から 錦学習館

９月２日㈪ 午後６時から 羽衣中央会館

　　３日㈫ 午後６時から 二小

　　４日㈬ 午後６時から 高松会館

　　５日㈭ 午後６時から さかえ会館

　　６日㈮ 午後６時から 九小

テレビ受信障害対策

携帯電話事業者による新しい電波の
利用が開始されます。これに伴い、テ
レビ映像に影響が出るおそれがある
家庭には、チラシが配布されます。ま
た、事前に担当者が訪問する場合が
あります問一般社団法人 700MHz
利用促進協会テレビ受信障害対策
コールセンター☎0120（700）012

都立八王子盲学校の学校公開

授業公開、個別相談、寄宿舎見学等。
直接会場へ時9月20日㈮午前9時
～午後0時50分場都立八王子盲学
校（八王子市台町3-19-22）問同校
☎ 042（623）3278

都立立川ろう学校の学校公開

学校概要説明、授業公開、道徳に関
する意見交換会、相談コーナー等。申
し込みは9月12日㈭まで。くわしくは
お問い合わせください時9月26日㈭
午前9時～午後0時30分場都立立
川ろう学校（栄町1-15-7）問同校☎
（523）1359Fax（523）6421

《お詫び》
7月25日号12面、花火大会の記事内
「開催日当日の交通規制図」の記載
事項に一部誤りがありました。ご迷惑
をおかけしたことをお詫びいたします。

整備した折りたたみリヤカー

相談項目 相談日 時　間 場　所 連絡先

総
合
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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 教育相談 月曜～土曜日 教育支援課相
談係
☎（527）6171予 就学相談 月曜～金曜日、

第２土曜日

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
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

●８月19日～21日〔弥彦ＦⅠガール
ズを場外発売〕

● 日陰や「立川ひと涼みスポット」を
利用してこまめに休憩しましょう。
● 室内にいても水分をこまめにとりま
しょう。
● 無理をせず、適度にエアコンなどを
使いましょう。

熱中症にご注意！

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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