
お知らせ

成人を祝うつどい

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11年４月２日～平
成12年４月１日に生まれた新成人。
吹奏楽の演奏や恩師ビデオメッセー
ジ、昭和第一学園高等学校女子ダン
ス部によるアトラクションなど。懐か
しの給食を提供する喫茶コーナーや、
くるりん、ウドラとの記念撮影コー
ナーも。郵送する案内状の封筒が入
場券になります。直接会場へ。公共交
通機関をご利用ください時令和２年
１月13日（月・祝）正午から（午前11時開
場）場たましんＲＩＳＵＲＵホール問
子ども育成課青少年係・内線1305

自動通話録音機を無償で貸し
出します
市は、振り込め詐欺対策として、立川
警察署と協力して自動通話録音機を
無償貸与します（申込順）対市内在住
で65歳以上の方が居住する世帯申
▷立川警察署犯罪抑止対策事務局☎
（527）0110〔内線2162〕、または▷
市生活安全課・内線2546へ

ファーレ立川アート2020カ
レンダー販売中

ファーレ立川アート管理委員会は、
「第５回ファーレ立川アート写真コ
ンテスト」の入賞作品を掲載したカレ
ンダーを販売しています（税別500
円）。A５サイズの卓上タイプで、ポス
トカードとしても使用できます。利
益は全額「ファーレ立川アート」の
保全・活用事業に活用されます▶販
売場所＝オリオン書房ノルテ店（曙
町2-42-1パークアベニュー３階）、
Cafeはぁもにぃ♪（市役所１階）問
ファーレ立川アート管理委員会事務局
（市地域文化課内）内線4501

大町市年越しそば、杵つき餅
のご予約受付中！
長野県大町市の信州そば（税込458
円）と杵つき餅（税込645円）を予約販
売します▶予約締切＝12月22日㈰▶
受け取り＝12月26日㈭～31日㈫問
立川市・大町市観光情報プラザ〔柴崎
町3-14-3〕☎（519）3086

八ヶ岳山荘の営業再開
八ヶ岳山荘は改修工事が完了し、12
月16日㈪から営業を再開します問
八ヶ岳山荘☎0551(48)2309

募集

市民農園の利用者
次の農園の利用者を募集します▶募
集区画▷柴崎第３市民農園（柴崎町
４丁目）＝101区画（駐車場なし）▶応
募資格＝12月10日現在市民で、他の
市民農園を利用しておらず、利用期
間中継続して管理できる方▶利用期
間＝令和２年３月～令和４年１月末
▶利用区画＝１区画約10㎡▶利用料
金＝8,000円（利用期間23か月分）▶
申込方法＝令和２年１月17日㈮〔必
着〕までに往復はがきに農園名、住
所、氏名（利用者本人）、年齢、電話番
号、返信用宛先を書いて柴崎福祉会
館〔〒190-0023柴崎町5-11-26〕へ
▷応募はがきは１世帯１枚のみ▷利
用の権利の譲渡、転貸はできません▷
申し込みは利用者（耕作する方）のみ
問福祉総務課生きがいづくり係〔柴崎
福祉会館内〕☎（523）4012

学校支援ボランティア
市立小・中学校で子どもたちの学習
支援などを行う学校支援ボランティ
アを募集します。
●入門講座・登録説明会　ボラン
ティアを始める際の心構えや子ども
たちの様子について話します時令和
２年１月21日㈫午後２時～４時場女
性総合センター師立川市社会福祉
協議会地域福祉コーディネーター・
小林理哉さんほか定25人（申込順）
申12月10日㈫から、電話、または氏
名、年齢、電話番号、町名を書いて
ファクスで、生涯学習推進センター☎

(528)6872Fax（528）6804へ

はじめてのボランティア体験
～まちパ編
定年退職前後の方と、ボランティアや
市民活動団体がつながるパーティー
「まちパ」でボランティアを体験し
ます対小学生以上の方（小学生は保
護者同伴）時令和２年２月15日㈯午
後１時～５時場総合福祉センター定
10人（申込順）持エプロン申電話、ま
たは住所、氏名、電話番号を書いて、
ファクス、Eメールで市民活動セン
ターたちかわ☎（529）8323Fax（529）
8714 e s h im i n@
tachikawa-shakyo.
jpへ。右２次元コード
からも申し込み可。

立川市民オペラ助演出演者
令和２年３月21日㈯・22日㈰開催の
歌劇「トゥーランドット」の助演出演
者を募集します。応募方法等、くわし
くは「立川市地域文化振興財団」の
ホームページをご覧ください▶対象
＝高校生以上の方（18歳未満は保護
者の承認が必要）▶役柄＝首切り役
人、僧侶兼賢者（いずれも男性優先）
▶練習場所＝たましんRISURUホー
ルほか▶応募期限＝12月23日㈪問立
川市民オペラの会〔立川市地域文化
振興財団内〕☎(526)1312
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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
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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、
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
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留
資
格
、

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

●１２月２１日～２４日〔伊東温泉記
念を場外発売〕

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
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