
シニア

元気ハツラツ民謡教室
生演奏の尺八、三味線にあわせてお
なかの底から声を出して歌います対
65歳以上の市民の方時１月21日㈫
午後１時30分～３時30分場西砂会
館定30人（申込順）申にしすな福祉相
談センター☎（531）5550へ

出張 暮らしの保健室
看護師等が個別に健康相談に応じま
す。直接会場へ時２月１日㈯午前10
時～11時場多摩川団地集会所（富士
見町6-50-15）問高齢福祉課介護予
防推進係・内線1471

楽しく元気を目指せ健康づくり
ストレッチやリズム運動をします対60
歳以上の市民の方時①２月７日㈮②
３月13日㈮、いずれも午後１時30分
～３時30分場①一番福祉会館②柴崎
福祉会館師東京女子体育大学学長・
浅見美弥子さんほか定①20人②25人
（申込順）持動きやすい服装、タオル、
飲み物申１月10日㈮から①一番福祉
会館☎（531）2945②柴崎福祉会館☎
（523）4012へ

高齢者あんしん見守り機器の
設置を助成します
あんしん見守り機器は、高齢者の緊
急事態の際に、あらかじめ登録した別
居所の家族などに知らせる機器です。
市登録機器の取扱業者と契約した際、
申請すると、取付等にかかる費用の一

部を助成します対70歳以上の一人暮
らしの方、または緊急事態に適切な
対応が困難な要介護状態の方を含む
70歳以上の高齢者世帯の方問高齢
福祉課高齢者事業係・内線1475

たちかわ健康体操お届け便
体操の体験会です時・場下表のとお
り持動きやすい服装、飲み物、タオ
ル申いずれも前日までに、電話、ま
たは希望会場、氏名、電話番号を書
いてファクスで立川市社会福祉協
議会地域づくり係☎(540)0200 Fax
(529)8714へ

日時 会場

２月４日㈫
午前10時～11時30分

子ども未来セン
ター

２月13日㈭
午前10時～11時30分

東京西サトー製
品販売(株)〔富士
見町１-３-14〕

２月14日㈮
午後１時30分～３時

アーバンライフ立
川 （曙町２-42-
23）

２月17日㈪
午前10時～11時30分

江の島住宅集会所
（栄町６-17-１）

２月18日㈫
午前10時～11時30分

シルバーピア都営
柏町（柏町１-12 11
号棟）

２月19日㈬
午前10時～11時30分 西砂学習館

２月28日㈮
午前10時～11時30分

そんぽの家S武
蔵砂川（上砂町
３-20-１）

官公署・その他

保育士就職支援研修・相談会
研修会は先輩保育士の体験談などを
聞きます。相談会は人事担当者と話

自衛官・予備自衛官補募集
▶自衛官候補生▷対象＝令和２年７
月31日現在で18歳以上32歳未満の
方▷試験＝２月２日㈰・16日㈰・29日
㈯、３月８日㈰▶予備自衛官補▷対
象(一般)＝18歳以上34歳未満の方
▷対象(技能)＝18歳以上で国家免
許資格等を有する方(資格により53
歳未満～55歳未満の方が対象）問東
京地方協力本部立川出張所☎（524）
0538

ができます対保育士の資格をお持ち
の方、資格取得見込みの方時２月15
日㈯▷研修会＝午前10時～午後２時
30分▷相談会＝午後２時30分～４時
場南町スポーツ・文化交流センターき
らっと（西東京市南町5-6-5）定100人
（申込順）保６人程度（満１歳～学齢
前）申「東京都保育人材・保育所支援
センター」のホームページからお申し
込みください問都保育人材・保育所
支援センター☎03(5211)2912

「みんなでいっしょに自然の
電気」キャンペーン
都は、太陽光や風力などの自然を活
用した電気をお得に利用できるキャ
ンペーンを行っています。応募締め切
りは１月21日㈫。くわしくは「みんなで
いっしょに自然の電気」のホームペー
ジをご覧ください問同キャンペーン事
務局コールセンター☎0120（257）100 0180（994）223～5開催案内・レース結果

●１月１６日～１９日〔大宮記念を場
外発売〕●１月２０日～２１日〔京都向
日町ＦⅠを場外発売〕●１月２２日〔防
府ＦⅠを場外発売〕●１月２３日～２４
日〔いわき平記念、防府ＦⅠを併売〕

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

※1月のみ、市民相談室の交通事故相談は1月15日㈬に行います。

立川競輪 de 運動会

プロの競輪選手と春の
立川バンクを楽しもう！
　立川競輪場のバンクを自転車で走って、
周回練習やタイムトライアル、速度競争を
行います。ほかにも、競輪選手のデモレー
ス、宿舎の見学や1着当てクイズ等も。費
用、申込方法等くわしくは「立川競輪場」の
ホームページをご覧ください時3月20日
（金・祝）午前9時～午後5時場立川競輪場問
事業課〔立川競輪場内〕☎（524）1121

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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