
募集

「てまえどりPOPによる食品
ロス削減の啓発」協力店
市は、「てまえどりPOPによる食品ロス
削減の啓発」を、環境省が定めるフー
ドロス削減月間〔10月1日㈯～31日㈪〕
にあわせて実施します。これは、市が
作成した「すぐに食べるときは手前の
商品から取って」というPOPを市内店
舗内の商品の棚に配置してもらい、消
費者への啓発を図るものです。商品棚
のPOP配置にご協力いただける店舗
を募集します▶募集期間＝9月16日㈮
まで▶応募方法＝申込用紙（市ホーム
ページからダウンロード可）を直接、ま
たは郵送、ファクス、Ｅメールでごみ対

官公署・その他

はたらく消防の写生会作品展
立川市と国立市の小・中学校26校で
行った「はたらく消防の写生会」で入
賞した作品を展示します。直接会場へ
時8月11日（木・祝）～14日㈰、午前10時

策課〔〒190-0034西砂町4-77-1総
合リサイクルセンター内〕内線6757Fax

（531）5800 e gomitaisaku@city.
tachikawa.lg.jpへ

外国人のための日本語教室
（西砂教室）ボランティア講師
市は、立川国際友好協会の協力を得
て、外国人や外国出身の方のための
日本語教室を開講しています。受講
者に日本語を教えるボランティア講
師を募集しています。オンライン授業
もあります時毎週土曜日、午後7時～
8時30分（年40回）場西砂学習館申氏
名、連絡先をEメールで立川国際友好
協会西砂教室 e recept@tifa-n.net
へ問市市民協働課多文化共生係・内
線2632

～午後7時30分（最終日は午後5時ま
で）場伊勢丹立川店５階特別室（曙町
2-5-1）問立川消防署予防課防火管
理係☎（526）0119

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木曜日は休
館、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
子どもに関する相談でど
こに相談したらいいか分
からないとき 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
子育ての悩み等

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

＊ 4月～8月のみ、第4土曜日も行います。

● 地元選手トークショー
● 射的＆オリジナル缶バッジ作り
●  激辛フェア

8/22～24  クーラータオル　
各日先着200名様
8/24  モナカアイス　

先着100名様

競輪事業は地域や
社会に貢献しています

　競輪の売り上げの一部は、市の一
般会計へ繰り出すとともに、公益財
団法人 JKAを通じてものづくり、ス
ポーツ、社会福祉等のさまざまな分
野の事業を支援する等、広く社会に
還元しています。令和５年度向け補助
事業も9月22日㈭まで募集しています。

　立川競輪場では白熱したレースだけでなく、家族で楽しめるイベントなどを
開催しています。くわしい内容は「たちかわ競輪」のホームページをご覧ください。

イベント

来場プレゼント

報知ゴールドカップ第14回山口健治杯
日本名輪会カップ（ＦⅠ）開催！

8月22日（月）～24日（水）

問立川競輪場☎（524）1121 0180（994）223～5開催案内・レース結果

●立川ＦⅠ（第14回山口健治杯）＝８月
22日～24日●富山記念*＝８月22日・
23日　＊は場外発売

　自転車競技に興味をもってもら
い、楽しんでいただくための体験イ
ベントを、公益財団法人JKAと協働
して開催します対自転車に乗れる
小学5年生～高校生の女子時9月
17日㈯・18日㈰、午前9時～午後5
時場立川競輪場定各20人（抽選）
持運動着、飲み物（自転車は貸し出します）申8月25日㈭
までに「トラックサイクリングキャンプ」のホームページか
ら申し込んでください問立川競輪場☎（524）1121

トラックサイクリングキャンプ
in 立川競輪場

ガールズ

Ⓒトラックサイクリングキャンプ

11 令和4年（2022年）8月10日

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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