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お知らせ

多重債務特別相談

「たちかわ若者サポートステ
ーション」
の出張相談
15歳〜39歳の方の就労に関する相
談に応じます。
「 今まで一度も仕事を
したことがない」
「 仕事をしたいが自
信がない」
「 高校中退後、職に就かず
ひきこもっている」などの悩みをおも
ちの方、家族の方、
ご相談ください。直
接会場へ 時 3月8日㈪午前9時30分～

午後4時30分 場 市役所2階209会議

室 問 たちかわ若者サポートステーシ
ョン☎(529)3378

多重債務問題は専門家に相談する
ことで必ず解決します☎(528)6810
〔相談直通〕
でご相談ください。都、東
京３弁護士会、東京司法書士会、日
本司法支援センター(法テラス)の共
催 対 市内在住・在勤・在学の方 時 3月
1日㈪・2日㈫、午前9時〜午後4時 問
生活安全課消費生活センター係☎
(528)6801

る企業の数だけ持参してください 対
おおむね55歳以上の求職者 時 3月12
日㈮午後1時～4時(受付時間は午後
0時30分～3時) 場 ホテルエミシア東
京立川(旧立川グランドホテル)〔曙町
2-14-16〕申 東京しごとセンター多摩
☎042(329)4524へ 問 立川商工会

ナンバープレートを交付中

2月28日㈰、女性総合センタ
ーと図書館は臨時休館

します。
これに伴い、貸出システムを
日本年金機構は年金請求や年金受給
停止するため、各地区図書館も全館
について予約相談を実施しています。 休館します。また、2月28日㈰午前6
希望日の1か月前から前日までに、基
時～3月1日㈪午前10時は、図書館
礎年金番号が分かる年金手帳や年金
ホームページが利用できない場合が
証書を準備し、相談を希望する年金
あります。
「 たちかわ電子図書館」サ
事務所、
または年金相談センターをね
んきんダイヤルで予約してください。
●ねんきんダイヤル(ナビダイヤル)
☎0570(05)4890▶受付時間▷月曜
～金曜日＝午前8時30分～午後5時
15分(週はじめの開所日は午後7時ま
で)▷第2土曜日＝午前9時30分～午
後4時 問 市保険年金課国民年金係・
内線1395

若者のトラブル110番

イトは利用できます 問 中央図書館☎
(528)6800

「パートタイム・有期雇用労働
ガイドブック」
を配布
市はパートタイ
ム・有 期 雇用労

6810〔相談直通〕
でご相談ください 対 市内在住・在勤・
在学の方 時 3月8日㈪・9日㈫、午前9

0120(58)9090〔国際ビフレンダー
ズ東京自殺防止センター〕
●自死遺族傾聴電話 時 3月9日㈫～
市の公式キャラクターである
「くるり
ん」が描かれた原動機付自転車（排気
量125cc以下）のオリジナルナンバー
プレートを枚数限定で交付していま
す。オリジナルナンバープレートへの
無償での交換は車両1台につき1回限
り。
ナンバープレートの番号は選べま
せん 対 定置場が立川市で、原動機付
自転車を購入、
もしくは現在所有の方
問 課税課・内線1200

一番福祉会館の休館を3月15
日㈪まで延長します
一番福祉会館は、改修工事のため2月
15日まで休館する予定でしたが、工

時～午後4時 問 生活安全課消費生活

センター係☎(528)6801

シニア向け地域就職面接会
約10社の企業が参加予定です。事前
に予約の上、履歴書を面接を希望す

時 3月7日～28日の毎週日曜

日㈯深夜0時～8日㈪午前2時30分☎

らくネット」のホームページからダウ
ンロードもできます 問 産業観光課商
工振興係・内線2644

施します☎(528)

電話

〔有終支援いのちの山彦電話〕
●フリーダイヤル特別相談 時 3月6

期の延長のため、3月15日㈪まで休館
産業観光課（市役所2階48番窓口）、 することとなりました。
ご不便をおか
市政情報コーナー（市役所3階）など
けしますが、
ご理解をお願いします 問
柴崎福祉会館☎
（523）4012
で配布しているほか、
「 TOKYOはた

ンペーンの一環
として
「若者のト
ラブルに関する
特別相談」を実

3月は東京都の自殺対策強化月間で
す。期間中、次の特別電話相談を実施

日、
正午～午後8時☎03(3842)5311

働者の皆さんが
適正な雇用環
境のもとで働く
ことができるよ
う、ガイドブック
を作成しました。

都の若者向け悪
質商法防止キャ

自殺防止！東京キャンペーン

します。
議所無料職業紹介所☎(522)4611、 ●多重債務110番 時 3月1日㈪・2日
㈫、午前9時～午後5時☎03(3235)
市産業観光課商工振興係・内線2644
1155
〔東京都消費生活総合センター〕
原動機付自転車のオリジナル
●有終支援いのちの山彦電話～傾聴

2月28日㈰は、設備点検のため女性
総 合センターと中央 図 書 館が休 館

年金の予約相談

官公署・その他

粗大ごみ処理券・し尿処理券
取扱開始店
2月19日から、次の店舗で粗大ごみ処
理券・し尿処理券の取り扱いを開始し
ました▶文勝堂（西砂町6-1-14）問ご
み対策課計画推進係・内線6751

12日㈮、正午～午後4時☎03(3796)
5453
〔グリーフケア・サポートプラザ〕
●自殺予防いのちの電話 時 3月1
日㈪〜31日㈬、午後4時～9時〔3月
10日㈬のみ午前8時〜翌午前8時〕☎
0120(783)556〔日本いのちの電話
連盟〕
●自死遺族相談ダイヤル 時 3月19
日㈮・20日（土・祝）
・22日㈪、午前11時
～午後7時☎03(3261)4350〔全国
自死遺族総合支援センター〕
●東京都自殺相談ダイヤル～こころ
といのちのほっとライン 時 3月23日
㈫～27日㈯〔24時間〕☎0570(08
7)478
〔メンタルケア協議会〕
●東京都福祉保健局公式LINEアカ
ウント
「相談ほっとLINE@東京」 時
通年実施、午後3時〜10時（受け付け
は午後9時30分まで）

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。
開催案内・レース結果

0180（994）223〜5

ここが大好き 立川 写真募集中
「ここが大好き 立川」は、「広報たちかわ」毎月10
日号の最終面で市民の皆さんから寄せられた写真をコ
メントとともに紹介するコーナーです。あなたのお気
に入りの立川をお送りください。
旅行や遠出を控えなければならないこの頃ですが、
市内の身近なところにもすてきな景色がたくさんあり
ます。身の回りを、新たな目で見つめてみませんか。
問 広報課・内線2745

募 集 要 項
応募できる方 市民の方

掲載された方には
クオカード1,000円分
をプレゼント

市内で撮影した写真（応募数に制限なし）
応募方法
住所、氏名（ペンネーム）、電話番号、撮影日、撮影場所、コメン
ト
（80字程度）を書いて▶Eメール＝ e kouhou@city.tachikawa.lg.jp
へ
（右２次元コードからアクセス可）
▶持参または郵送＝広報課（市
役所２階42番窓口）
〔〒190-8666住所記入不要〕へ
応募作品

くわしくは市ホームページへ
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あなたの
お気に入りの1枚が
「広報たちかわ」に !

立川市役所（〒190-8666）
立川市泉町1156-9 ☎
（523）
2111
（代表） Fax
（521）
2653

