
子ども・子育て

1分1秒を争う赤ちゃん・子
どもの緊急事態の手当て

講義と実技で救命・応急手当てを身に
つけます対市内在住・在勤の乳幼児
の保護者、子育て支援者時3月14日
㈰①午前10時～正午②午後1時30
分～3時30分場子ども未来センター
費 600円（材料代ほか。夫婦は1組
800円）定各15人（申込順）保①10人
程度（1歳～学齢前）②若干名（見守り
保育。0歳児）申2月10日㈬から子ども
家庭支援センター☎（528）6871へ

パパ＆ベビーヨガ
パパと赤ちゃんが触れ合う講座です
対市内在住の1歳前後～2歳前後の
あんよができる子どもと保護者時3
月20日（土・祝）午前10時30分～11時
15分場子ども未来センター師ヨガイ
ンストラクター・愛さん定7組(申込
順)申2月20日㈯午前10時から子育
て支援事務室☎(529)8664へ

ホースセラピー
リトルホース2頭と触れ合います対市
内在住の未就学児と保護者時3月11
日㈭▷午後2時30分～2時45分▷午
後2時45分～3時▷午後3時～3時15
分場子ども未来センター定各7組(申
込順)申2月16日㈫午前10時から子
育て支援事務室☎(529)8664へ

いちごクラブplus
身長・体重測定を行います。希望者は
足形スタンプも対市内在住の0歳～1
歳6か月の子どもと保護者時3月10日
㈬▷午後1時30分～1時45分▷午後
1時45分～2時▷午後2時～2時15分
▷午後2時15分～2時30分場子ども
未来センター定各4組（申込順）申2月
16日㈫午前10時から子育て支援事
務室☎(529)8664へ

ユカ先生の「子どもが喜ぶお
弁当作り」

対市内在住の1歳～未就学児の保護
者（あんよ前の子ども同伴可）時3月
10日㈬午前10時30分～11時15分
場子ども未来センター師栄養士・川
上由香さん定7人(申込順)申2月16
日㈫午前10時から子育て支援事務室
☎(529)8664へ

子育て応援ブック「Hi ちー
ず」をご活用ください

子 育てに関 する
情 報 をまとめ た
冊 子を発 行しま
した。子育てに関
する不安・悩みの
相談先や支援情
報のほか、市内の
地図も掲載しています▶配布場所＝
子ども未来センター、市役所１階（子
育て推進課、保育課、市民課）、窓口

サービスセンター、健康会館、女性総
合センター、各連絡所、各子育てひろ
ば、各図書館、各地域学習館、市内保
育施設・幼稚園問子ども家庭支援セ
ンター☎（528）6871

お知らせ

全国瞬時警報システム（ J
ジェイ

-A
ア ラ

L 
E

ー ト

RT ）で訓練放送を行います
市は、「全国瞬時警報システム（J-ALE 
RT）」を運用しています。2月17日㈬
午前11時ごろ、市内79か所の防災行
政無線のスピーカーから、全国一斉
情報伝達訓練の放送が流れます。万
が一に備えた訓練放送の実施に、ご
理解をお願いします問防災課・内線
2535

市営葬儀個別相談会
立川市斎場指定管理者の立川市シル
バー人材センターが市営葬儀につい
て個別に相談に応じます時①2月19
日㈮▷午前9時30分から▷午前10時
30分から②3月2日㈫▷午後2時から
▷午後3時から場①幸福祉会館②柴
崎学習館定各2組（申込順）申立川市
斎場☎（524）1998へ

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

粗大ごみ処理券・し尿処理券
取扱終了店

1月31日をもって次の店舗は粗大ご
み処理券・し尿処理券の取り扱いを終
了しました▶パッケージプラザ カサイ

（柴崎町）▶波多野米店松中団地店（一
番町）問ごみ対策課計画推進係・内線
6751

官公署・その他

失業給付受付中に仕事をした
際は申告が必要です

収入を隠したり、偽った申告をすると、
不正受給として処分される場合があ
ります。ご不明な点はお問い合わせく
ださい問ハローワーク立川☎（525）
8605

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

予法律相談
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 第2・第4水曜日

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
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

外国人相談
在留資格、
日常生活等 

中国語 第1・第4土曜日
13:00～16:00

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
当面の間、オンラインで行います。くわしくはお問い合わせください。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・成年後見等相談 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

（当面の間、休止します）
第1水曜日

 9 :30～11:45
予行政相談
国等への苦情、要望等

（当面の間、休止します）
第3水曜日

予 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。
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