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相談案内

2021年（令和3年）
11月20日号 たま広報
電話連絡〕へ。
※詳細は各連絡先へ。市は関与しません

１月１日号の原稿受け付けは、１１月
２９日㈪までです
（先着３０団体）
。掲載に
は条件あり
（掲載規程参照）
。掲載規
程・掲載用紙は公式ホームページに掲
載の他、市役所３階秘書広報課、聖蹟
桜ヶ丘駅・多摩センター駅各出張所、
永山公民館で配布。掲載の申し込みは、
公式ホームページのインターネット手
続き・直接持参またはファクシミリで、
秘書広報課v（３３７）７６５８〔ファクシミリ
の場合は、送信後に☎（３３８）６８１２へ要

以上s入会金（無料）、月会費
（５００円）

備 考 シニアが楽しめる、脳の体操です。
気楽にどうぞ！i☎（３７２）２６７４岩田
会員募集
■トリムゆう 健康体操d月３回木曜
■福祉センター油絵同好会d毎月第
日９:３０〜１１:３０b落合中学校クラブハ
１・３水 曜 日 ９:３０ 〜 １２:３０b 二 幸 産
ウスt若々しい毎日を望む女性s入会
けん こう
業・NSP健 幸 福祉プラザ６階集会室
金（ 無 料）、月 会 費（２,５００円）備 考 無 料
t市内在住の６０歳以上s入会金（無料）、 体験ありi☎（２０２）０２４６大橋
３カ 月 会 費（６,０００円）備 考 油・水 彩・
■楊名時健康太極拳 雲手の会d毎週
パステル・その他i☎０８０（５６５０）９２８８
木曜日１０:００〜１２:００bゆう桜ヶ丘tど
荒井
なたでもs入会金（２,０００円）
、月会費
■笑顔の折り紙クラブd第１・３水曜
（2,０００円）備 考 別途会場費ありi☎（３７
けん こう
日１０:００〜１２:００b二幸産業・NSP健 幸
４）１３７４酒井
福祉プラザ５０１号室t市内在住の６０歳
■多摩市山歩会d毎月５〜６コース設
よう

めい

じ

ゆん しょう

さん

ぽ

NPO・ボランティア・市民活動個別相談会

定、その中から選択参加b永山公民館
他t７０歳 以 下s入 会 金
（２,０００円）
、月
会費
（５００円）備 考 奇数月例会１４:００から
i☎０９０
（３３３６）
５０１７浦辺

催し案内
■地域の資源等を活用した結婚支援d
１１/２１㈰１０:００〜１２:００b総合体育館レ
ストランファイトs無料iタマリバテ
ィaha５ru２gon７＠yahoo.co.jp 松本
■第９４回多摩市民舞発表大会d１１/２１
㈰１４:００〜１５:５０（１３:３０開場）b関戸公民
館ヴィータホールs無料i多摩市民舞
連合会☎
（３７５）
５１７７三浦

多摩市緊急経営相談事業

d１２月８日、１月１２日、各水曜日午前１０時・１１時（各５０分間）
b多摩

事業再構築補助金の申請をお考えの市内事業者や、新型コロナウイルス

ボランティア・市民活動支援センター打合せコーナー
（ヴィータ）
c

感染症により経営に深刻な影響を受けている市内事業者に対して、専門家

各１組
（申し込み先着順）nNPO設立・運営、会計などに関する相

による個別経営相談を行います。まずはお気軽にご相談ください。

談 相 談 員 内藤純氏（公認会計士・税理士）備 考 詳細は、多摩ボランテ

協 力（一社）
多摩西部コンサルタント協会 備 考 詳細は、公式ホ

ィア・市民活動支援センター URL http：//www.tamavc.jp/ 参照

ームページ参照mi公式ホームページのインターネット手続

mi各開催日１週間前までに、電話またはファクシミリで、多摩ボ

きまたはファクシミリで、経済観光課☎（３３８）６８６７、
v（３３７）

ランティア・市民活動支援センター☎（３７３）６６１１、v
（３７３）６６２９へ

７６５９へ

相談案内
生活困窮者自立相談
d月〜金曜日午前９時〜午後６時、土
曜日午前９時〜午後５時ibしごと・
くらしサポートステーション
（ベルブ
４階）
☎
（３３８）
６９４２
居住支援相談窓口
d月〜金曜日午前９時〜午後６時、土
曜日午前９時〜午後５時ib居住支援
相談窓口
（ベルブ４階）
☎
（４０１）
８６４０
休日納税相談（納税課・保険年金課）
（予約不要）
d１１月２８日㈰午前８時３０分〜正午、午
後１時〜５時b市役所１階保険年金課
i納税課☎（３３８）
６８５２、保険年金課☎
（３３８）
６８４０
就職相談（予約不要）
d月〜金曜日午前９時〜午後５時ib
ハローワーク府中永山ワークプラザ
（ベルブ４階）
☎
（３７５）
０９５１
創業・経営相談
d月・水・木曜日午後１時〜５時i経
済観光課☎
（３３８）
６８６７
消費生活相談（予約不要）
d月〜金曜日、第１・３土曜日午前９
時３０分 〜 正 午、午 後１時 〜４時
（第
１・３木曜日を除く）ib消費生活セ
ンター消費者相談室
（ベルブ３階）
☎
（３７４）
９５９５
女性を取り巻く悩みなんでも相談
〔共通事項〕
ibTAMA女性センター
（ヴィータ７
階）
☎
（３５５）
２１１０
• 面接相談
d火・金曜日午前９時３０分〜午後０時
３０分、土曜日午後１時３０分〜４時３０分
• 電話相談☎
（３５５）
２１１１
（予約不要）
d木曜日午前１０時〜午後１時、１時３０
分〜４時３０分
（相談時間は３０分程度）

▲申し込みは
こちら

原則、電話で予約してください。市外局番は０４２です。祝日・年末年始（１２月２９日〜１月３日）
は実施していません。相談は先

着順で、無料です。秘密は守られます。お気軽にご相談ください。

女性のための法律相談
発達・教育初回相談窓口☎（３７２）
１０３８
暮らしの専門相談
d第３水 曜 日 午 前９時３０分 〜 正 午i
d月〜土曜日午前９時〜正午、午後１
bTAMA女 性 セ ンタ ー（ ヴ ィー タ７
時〜５時b諏訪複合教育施設「かけは
相談時間は２５分程度（人権・身の上
階）
☎
（３５５）２１１０
し」
２階 備 考 インターネットやSNSの
相談は４５分程度、行政相談は３０分程
ＬＧＢＴ電話相談☎（３５５）２１１２（専用ダ
トラブルに関する相談にも応じますi
度）
です。
イヤル）
（予約不要）
障害福祉課発達支援室☎
（３７４）２７１７、 〔共通事項〕
d奇数月第３火曜日午後４時〜８時、
教育センター☎（３７２）１０１０
ib市役所１階市民相談室☎
（３３８）
６８０６
偶 数 月 第３火 曜 日 午 後２時 〜 ６時
就学・転学相談☎（３７２）２０５０
法律相談
iTAMA女性センター☎（３５５）２１１０
d月〜金曜日、第２・４土曜日午前１０
d毎週月・火・木曜日
（第５週を除く）
。
犯罪被害者などの相談窓口
（予約不要） 時〜正午、午後１時〜５時ib教育セ
相談時間帯は週・曜日により異なりま
d月〜金曜日午前９時〜午後５時ib
ンター（諏訪複合教育施設「かけはし」 す
平和・人権課
（ヴィータ７階）
☎
（３３８） ２階）☎（３７２）１０１０
税務相談
６９１４
ひとり親家庭相談
d１２月７日・２１日・２８日各火曜日午後
外国人のための生活相談室
d月〜金曜日午前９時〜午後４時ib
１時３０分〜４時、１４日㈫午前９時３０分
（Life Consultation for Foreigners）
市役所２階子育て支援課☎（３３８）
６８３３
〜正午
d第１・３木曜日午後１時３０分〜４時
受験生チャレンジ支援貸付事業相談
不動産の相続・贈与等の登記相談
３０分ib多 摩 市 国 際 交 流 セ ン タ ー
d月〜金曜日午前９時３０分〜午後４時
d１２月１４日㈫午後１時３０分〜４時、２８
（ヴィータ７階）☎（３５５）２１１８
３０分 i b市 役 所２階 福 祉 総 務 課 ☎
日㈫午前９時３０分〜正午
弁護士によるふくし法律相談
（４００）０８６８
交通事故相談
d第３木曜日午後１時３０分〜３時３０分
d１２月２日㈭午後１時３０分〜４時
障がい者の相談
ib多摩市社会福祉協議会・権利擁護
相続・遺言等くらしの書類作成相談
けん こう
センター（二幸産業・ＮＳＰ健 幸 福祉
障がい者の総合相談
（予約不要）
d１２月１３日㈪午後１時３０分〜４時、２７
プラザ７階）☎（３７３）５６７７
⃝地域活動支援センター「のーま」
日㈪午前９時３０分〜正午
総合オンブズマンによる苦情相談
d月〜金曜日午前１０時〜午後６時、第
不動産取引相談
ib市役所４階オンブズマン事務局☎
１・３土曜日午前１０時〜午後５時ib
d１２月２７日㈪午後１時３０分〜３時
（３３８）
６８０９
マルシェたま
（健康センター４階）☎
年金・社会保険・労務相談
（３１１）２３００
d１２月２３日㈭午後１時３０分〜４時
子どもの相談
⃝地域活動支援センター「あんど」
人権・身の上相談
子どもと家庭に関する総合相談☎
d月〜土曜日（第２土曜日を除く）
午前
d１２月２日・１６日各木曜日午前９時３０
（３５５）
３７７７（予約不要）※面接は要予約
８時３０分〜午後５時ib多摩市社会福
分〜正午、９日・２３日各木曜日午後１
けん こう
d月〜土曜日午前９時〜午後６時ib
祉協議会（二幸産業・ＮＳＰ健 幸 福祉
時３０分〜４時
子ども家庭支援センター
「たまっこ」
☎
プラザ３階）☎（３５６）０３０７
行政相談
（３５５）
３８３３
障がい者の就労相談
d１２月１６日㈭午後１時３０分〜４時
電話教育相談「子どもホットライン」
d月〜金曜日午前１０時〜午後６時、第
心のテレホンサービス☎
（３３８）
６８１８（専
☎
（３７２）２０００（予約不要）
１・３土曜日午前１０時〜午後５時ib
用ダイヤル）
（予約不要）
d月〜金曜日午前１０時〜正午、午後１
障がい者就労支援センター「なちゅー
d毎週金曜日午後１時３０分〜４時
時〜５時i教育センター☎（３７２）１０１０
る」
（健康センター４階）
☎（３１１）
２３２４

d日時・日程・期間 b場所 t対象 c定員 s費用（記載のないものは無料） n内容 m申し込み i問い合わせ URL ホームページアドレス
傍聴・講座などに参加する際は、自宅で検温し、体調確認の上、必ずマスクを着用してください

