
シニア

看取り支援講演会～看取る
心、看取られる心
自分自身の最期をどう迎えるか、家族
をどう看取るか等について講演しま
す。エンディングノートを差し上げま
す。直接会場へ。午後1時から入場券
を1人1枚配布します対65歳以上の
市民の方と家族時7月2日㈭午後2時
～4時（午後1時30分開場）場女性総
合センター師精神科医師・名越康文
さん定60人（先着順）問中部たかまつ
地域包括支援センター☎（540）2031

介護予防教室「知っています
か自身の腸年齢」
腸を強くする食習慣や快便力の鍛え
方など、腸内環境の整え方を体操を
交えて学びます対65歳以上の市民の
方時6月24日㈬午後2時～3時30分
場柴崎学習館定40人（申込順）申南
部西ふじみ地域包括支援センター☎
（540）0311へ

お知らせ

体験型農園入園者の追加募集
農園主の技術指導を受けながら、種
まきから収穫までの作業を行います。
作付計画や、種・苗、農具などの用意
は農園主が行うので、初心者でも安

心して農作業を体験し、野菜を収穫す
ることができます。1区画当たりの面
積は約30㎡。利用期間は7月～令和3
年1月（更新可）。自動車での通園はで
きません（遠方の方は応相談）▶スマ
イル農園（幸町5丁目）＝8区画▶ひま
わり農園（若葉町2丁目）＝5区画▶太
陽農園（若葉町1丁目）＝20区画（い
ずれも申込順）対原則として市内在住
で、利用期間内に継続して農作業に
取り組める方費1区画20,000円申6
月30日㈫〔必着〕までに、はがき（1世
帯1枚）に「体験型農園入園申込」、農
園名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話番号を書いて産業観光課農業振興
係・内線2650へ

浸水への備えをお願いします
都下水道局は、6月を「浸水対策強化
月間」と定め、浸水への備えをお願い
しています。道路にある雨水ますや側
溝がふさがっていると、雨水が下水道
管に流れ込まず、浸水の危険性が高
まります。雨水ます等にごみを入れた
り、上に物を置いたりしないようにし
てください。また、「東京アメッシュ」の
ホームページで降雨情報を提供して
います問市下水道管理課・内線2200

西武立川駅内展示スペース（掲
示板）をご利用ください
市は、地域福祉を推進するための作
品展示等を行う展示スペースを西武

拝島線西武立川駅内階段横壁面（南
北それぞれ）に設置しています。市内
で地域福祉に関する活動を行う5人
以上の団体であれば、作品展示や掲
示物の掲示ができます。使用には申
請書（市ホームページからダウンロー
ド可）の提出が必要です。くわしくは、
市ホームページをご覧ください問福
祉総務課地域福祉推進係・内線1492

「声の広報」「声の市議会便り」
～調査票の回答にご協力を
市は、「広報たちかわ」「市議会便り」
の音訳版である「声の広報」「声の市
議会便り」（カセットテープまたはデイ
ジー規格のＣＤ）を目が不自由でご希

望の方にお届けしていますが、カセッ
トテープは作成機器の老朽化等によ
り、今後提供できなくなることが予想
されます。2月にカセットテープを利用
している方に今後の提供に関する調
査票をお送りしました。未回答の方は
調査票の回答にご協力をお願いしま
す問広報課広報広聴係・内線2744

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＊2 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＊1
第3土曜日
（祝日の場合は第
4土曜日）

社会福祉協議会
☎（529）8300

直 アルコール相談＊3 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
☎（507）6015

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

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

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
☎（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
当面の間、＊1：電話相談のみ、 ＊2：休止、 ＊3：事前に問い合わせとなります。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＊1
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＊1 第1・第3・第4火曜日 13:30～16:30

市民相談室

予税務相談＊1
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＊1
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＊1
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＊1 第1水曜日 13:30～16:00

予行政手続相談＊1
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＊2
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＊2
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

開催状況は「たちかわ
競輪」のホームページ
をご覧ください（右2
次元コードからアク
セス可）。

くるりんとウドラのウイルス対策啓発
ポスターをご活用ください
　立川市キャラクター・くるりんと、立川市公認
なりそこねキャラクター・ウドラがコラボレー
ションしたウイルス対策啓発ポスターを作成し
ました。基本的な生活習慣の大切さを子どもた
ちにも分かりやすく伝える内容となっています。
市ホームページ（右２次元コード
からアクセス可）からPDFデータ
をダウンロードできますので、お
店や施設、ご家庭などでご活用く
ださい。
問産業観光課観光振興係・内線2658

ⒸUDOLLAND
制作協力  ウドラプロジェ
クト、㈱壽屋

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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