
お知らせ

飼い犬のマイクロチップ登録
が義務化されます

６月１日㈬から、ブリーダーやペット
ショップ等で販売される犬や猫につ
いて、マイクロチップの装着が義務化
されます。改正日以降ブリーダーや
ペットショップ等で購入した犬や猫
にはマイクロチップが装着されており、
新しい飼い主の方(購入者、譲受者)
には「マイクロチップの変更登録」が
必要になります。くわしくは市ホーム
ページをご覧ください問環境対策課
環境推進係・内線2244

市営葬儀の基礎知識について
説明します

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の基礎
知識について個別に説明します時①
5月16日㈪▷午後2時から▷午後3時
から②5月19日㈭▷午後2時から▷午
後3時から場①天王橋会館②さかえ
会館定各2組（申込順）申立川市斎場☎

（524）1998へ

錦学習館は7月から一部改修
工事を行います

錦学習館は改修工事を行うため、以
下の日程で一部の施設を利用できま
せん▶講堂＝7月～12月▶第１・第２
実習室、和室、視聴覚室＝7月～9月
問錦学習館☎（527）6743

語学ボランティアを募集
市は、NPO法人たちかわ多文化共生
センターの協力を得て、外国人の相
談窓口を運営しています。相談の際の
通訳や行政文書の翻訳などを行う語
学ボランティアを募集します。特に今
回は、ネパール語、ベトナム語の通訳・
翻訳ができる方を募集します。他の言
語の方も受け付けています申Eメール
または電話で、NPO法人たちかわ多
文化共生センター☎(527)0310 e

tmc@poppy.ocn.ne.jpへ問市市民
協働課多文化共生係・内線2632

全国瞬時警報システム（ J
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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。5月18日㈬午
前11時ごろ、市内82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

シニア

うたごえ広場 in 錦学習館
懐かしい歌を一緒に歌いましょう。簡
単な体操も行います時６月14日㈫午
後２時～3時30分場錦学習館師にし
きカンターレ講師・丸山和子さん、ピア
ノ演奏・本村佳子さん定30人（申込順）
持室内用運動靴申5月10日㈫から錦
学習館☎（527）6743へ

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5月17日㈫午
後１時30分～3時
30分場西砂会館定15人（申込順）申
にしすな福祉相談センター☎（531）
5550へ

居場所づくりの補助金を希望
する団体を募集します

市は、65歳以上の方の居場所づくりを
応援するために、定期的に運動やレク
リエーション、茶話会などを行う団体
に運営費の一部を補助します▶対象＝
次のすべてに該当する団体▷65歳以
上の市民が3人以上所属している▷活
動の目的が地域の高齢者の居場所づ
くりである▷１回の活動が１時間以上
で週１回以上活動している▷原則とし
て新たな参加者の利用を拒まない▷
新型コロナウイルス感染症予防対策を
十分に行っている▶補助金額＝対象経
費の２分の１（賃貸料、消耗品代、講師
謝礼、保険代などで上限月２万円。光熱
費や飲食費、運営者側の謝礼や交通費、
65歳以上の市民が参加していない回
の費用、他の補助制度が充てられてい
る費用は対象外）▶補助団体数＝６団体

（選考）申5月31日㈫までに高齢福祉
課介護予防推進係・内線1471へ

やさしいヨガ教室
対60歳以上の市民の方時６月17日～
7月8日の金曜日、午前10時～正午（全
４回）場曙福祉会館師ヨガインストラク
ター・内田真珠さん持ヨガマット（バス
タオル）定15人（申込順）申5月10日㈫
から曙福祉会館☎（529）8567へ

官公署・その他

観光型MaaSの第２回実証実
験を青梅市・奥多摩町で実施

青梅市と奥多摩町において、MaaS
（Mobility as a Service）により交通

機関などに関する情報提供から予約、
決済などを行う、観光客向けサービス
の実証実験を実施します。専用アプリ
やホームページで、青梅・奥多摩をお
得に回れる交通・観光施設等のウェ
ブチケットが購入できるほか、観光ス
ポットをつなぐデマンド交通の運行
を行います。くわしくは、「TAMa-GO
青梅・奥多摩」のホームページをご覧
ください問東京都産業労働局観光部
☎03（5320）4768､京
王お客さまセンター☎
042（357）6161

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RISURU
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 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

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

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

☎（537）3905

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）
子育てひろば係
☎（528）4335

直外国人相談
在留資格、
日常生活等

中国語 第1・第2・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 第3・第5土曜日

第1・第3土曜日は行政書士、第2・第4・第5土曜日は生活相談員が対応

0180（994）223〜5開催案内・レース結果

●大宮ＦⅠ＝5月9日～11日●松阪ＦⅠ
＝5月9日～11日

（いずれも場外発売）

＊ 4月～8月のみ、第4土曜日も行います。
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