
お知らせ

便利な「たちかわごみ分別ア
プリ」をご利用ください

「たちかわごみ分別アプリ」は分別辞
典（検索）、カレンダー、出し忘れ防止
アラートなどの便利な機能を無料で
利用できます。ダウンロードして資源
とごみの分別にお役立てください。

iOS Android
問ごみ対策課・内線6754

多摩川一斉清掃
河川敷等を一斉清掃します。ポイ捨
てされたごみを拾い、川や海をきれ
いにします。クリーン多摩川実行委

日㈮▷午後2時から▷午後3時から②
9月27日㈫▷午後2時から▷午後3時
から場①一番福祉会館②曙福祉会
館定各2組（申込順）申立川市斎場☎

（524）1998へ

樹木の保存指定申請を受け付
けています

市は、市内に点在する景観のよい樹木
を保存樹木として指定しています。指
定されると、所有者に、１本につき年
額4,500円の管理補助金を交付しま
す。対象は、高さ10ｍ以上、地上1.5ｍ
地点の幹回りが1.5ｍ以上ある健全
な樹木。なお、指定後も樹木の日常管
理（せん定など）は所有者が行ってく
ださい申公園緑地課・内線2260へ

錦図書館の改修工事を行います
錦図書館は10月から改修工事を行
います。この間、館内へは入れません。
利用できるサービスは、利用者カード
の登録・更新・変更、予約した資料の
受け取り、返却、リクエスト、レファレ
ンスです。くわしくは「立川市図書館」
のホームページをご覧ください問錦
図書館☎（525）7231

たちかわ楽市2022出演者を
募集

たちかわ楽市は11月12日㈯・13日㈰
に国営昭和記念公園で開催されます。
音楽・ダンス部門に出演する方（プ
ロ・アマ、ジャンル問わず）を募集し
ます。応募多数の場合、参加できない

員会が主催時9月25日㈰午前7時か
ら（小雨実施）場日野橋付近問東京
立川ライオンズクラブ☎（524）0954

〔午前10時～午後4時〕、市ごみ対策
課☎（531）5517

生ごみの水切りを
暑い時期は生ごみの水切りをしない
と、嫌な臭いや虫が発生します｡でき
るだけ水がかからない場所に置きま
しょう｡生ごみは約80%が水分といわ
れています｡ごみ出し前のひと絞りが、
燃やせるごみの減量にもつながりま
す｡ご協力をお願いします問ごみ対策
課･内線6752

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①9月16

こともあります申9月30日㈮までに、
「たちかわ楽市2022」のホームペー
ジから申し込んでください（右下2次
元コードからアクセス
可）問たちかわ楽市実
行委員会事務局〔立川
市地域文化振興財団
内〕☎（526）1312

官公署・その他

ハロウィンジャンボ宝くじ
「ハロウィンジャンボ宝くじ」と「ハロ
ウィンジャンボミニ」を９月21日㈬か
ら発売します。収益金は、明るいまち
づくりや環境対策、福祉向上のため
に役立てられます問公益財団法人東
京都区市町村振興協会☎03（5210）
9944

0180（994）223～5開催案内・レース結果

●青森記念＝9月8日～11日●松阪
FⅠ＝9月10日～12日●小田原FⅠ＝9
月12日～14日●福井FⅠ＝9月13日～
15日　（いずれも場外発売）

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

申込フォームから申し込んでください
●ロングライドに挑戦！「たまライド」
熟練ガイドとともに70kmの距離に
チャレンジします対中学生以上のス
ポーツサイクル初心者時9月25日㈰
午前9時から場たちかわ創造舎集合・
解散費8,800円（昼食代、保険料。中
学・高校生5,000円）定10人（申込順）
申「たまライド」のホームページから申
し込んでください問たまライド実行委
事務局☎03(3429)8970

●ほうかごシアター「にゃん太！空を
とぶ！」　「風煉ダンス」による「工作
おしばい」です。小学生のツクルくん
が紙コップやペットボトルでネコをつ
くりました。すると、ネコがしゃべりだ
し…!?　生演奏にのせ、実際に工作
しながら演じます時9月30日㈮午後4
時30分開演場たちかわ創造舎B棟ド
レミホール費400円（中学生以下200
円、3歳以下無料｡子どもが無料で観
劇できる「あしながチケット」あり）申
「たちかわ創造舎」のホームページの

イベント
紹介

問☎（595）6347
HP「たちかわ創造舎」で検索

問生活安全課生活安全係
☎（528）4376

ネット申し込みできます
東京都市町村民 交通災害共済

事故にあったら
必ず警察に
届けましょう！ ち

ょ
こ
助

ちょこっと共済受付中

11 令和4年（2022年）9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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