
 

   

 

  

  
   

 

 

 

～さぁ、立川で見つけようぜ！～ 

 

 

 

団体紹介冊子 

2017年版 

たちかわで地域活動したい そんな皆さまへ 

この冊子は立川で活動をする 

さまざまな団体を紹介する冊子です。 

ぜひ、活動のヒントを見つけてください。 

主催：待っています！あなたの地域デビューtheパーティー実行委員会(通称:まちパ実行委員会) 

共催：立川市社会福祉協議会市民活動センターたちかわ・立川市産業文化スポーツ部協働推進課 

協力：多摩信用金庫/万田商事株式会社オリオン書房/立川市自治会連合会/リビング多摩/NPO法人しらゆり 

   立川バス株式会社/立川南口商店街連合会 

協賛：akari cafe/有限会社安藤畳店/株式会社いしまさコーポレーション/入船茶屋/株式会社永光/ 

社会福祉法人恵比寿会フェローホームズ/大塚製薬株式会社立川出張所/有限会社恵和ハウス/ 

シミズプランニング/有限会社寿司勝/株式会社立川徽章/立川ドリンクプロジェクト/ 

医療法人社団在和会立川在宅ケアクリニック/立川ワシントンホテル/株式会社朝雅/ 

株式会社テイルウィンドシステム/東京パスポート学院/ 

株式会社トヨタ東京教育センタートヨタドライビングスクール東京/医療法人社団健医会西砂歯科医院/ 

松浦商事株式会社/社会福祉法人幹福祉会ヘルプ協会たちかわ/森谷歯科医院     (50音順) 
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 本日は第3回「待っています！あなたの地域デビューtheパーティー」（通称：まちパ）にご参

加いただきまして、誠にありがとうございます。 

  

 第2回「待っています。地域の仲間と出会いのパーティー」から、新たに「待っています！あ

なたの地域デビューtheパーティー」にタイトルを変更し、親しみやすく気軽に地域活動に参

加し、さまざまな団体と出会えるように、題名に気持ちを込めました。 

  

 今までお仕事でなかなか地域とのつながりのなかった方々が、地域に帰ってきたあと「何か

したい」と思っていても、地域にはどんな活動をしている団体があるのか分からなかったり、

自分にはどんな活動が向いているのか悩んだりする中で、 

「地域活動への参加を通して、出会いのきっかけとなるようなイベントができないか？」 

「これからも地域で生き生きと活動してほしい！」 

という思いから、市民有志による実行委員で第3回目の開催も議論を重ね、参加者の皆

さまが気軽に、楽しく、末長く地域活動をできますように、そのきっかけを作れますようにと準

備を進めて参りました。 

  

 そして今回も、多種多様な活動を地域で実践している団体の出展と、多くの地元企業

の協賛と、ボランティアの皆さまに支えられて開催できることに、心から感謝しております。 

  

 「まちパ」が皆さまの出会いとセカンドライフを豊かにするヒントになることを実行委員一同

願っております。 

  

桜の花薫るこの季節、さぁ、立川で見つけようぜ！  

 

 

平成２９年３月１１日(土) 

待っています！あなたの地域デビューtheパーティー実行委員会 

実行委員長 石原康博 

はじめに 



2 

 

パネル№ 団体名 ページ 

① 市民活動センターたちかわ  5 

② 立川市生涯学習推進センター  6 

③ 社会福祉法人恵比寿会 フェローホームズ  7 

④ ひまわり号を走らせる立川実行委員会  8 

⑤ 高次脳機能障害の会 スマイル立川  9 

⑥ 立川かんきょう市民の会  10 

⑦ 立川市地域猫登録団体連絡会  11 

⑧ 社会福祉法人至誠学舎立川 至誠ホーム  12 

⑨ たちかわエコパートナー  13 

⑩ 東京ローンボウルズクラブ(略称：ＴＬＢＣ)  14 

⑪ 子育て交流ひろば立川おもちゃ図書館ぱれっと  15 

⑫ 特定非営利活動法人 たちかわ多文化共生センター  16 

⑬ 栄町地区グッドネイバーをすすめる会  17 

⑭ 立川市シルバー大学  18 

⑮ たちかわ市民交流大学 市民推進委員会   19 

⑯ たちかわ・財政を考える会  20 

⑰ たちかわ市民みらい会議  21 

⑱ 立川市アマチュア無線クラブ (ＪＱ１ＹＵＦ）  22 

⑲ 特定非営利活動法人 日本ネパール友好協会  23 

⑳ みんなの多摩り場   人生を語りあう会  24 

㉑ 文化芸術いきいきネットワーク(通称:ＣＡＮ)  25 

㉒ 錦法律を知る会  26 

㉓ sＳＬc セフティーライフ  27 

㉔ 立川市災害ボランティアネット  28 

㉕ たちかわまちの案内人 ボランティアの会  29 

㉖ 
特定非営利活動法人 「あ」の会   

障害児・者のことば研究・育成、子育て相談所 
 30 

㉗ 立川市赤十字奉仕団  31 

㉘ ＪＯＹプラス  32 

㉙ 立川市自治会連合会  33 

㉚ 立川いったい音楽祭り実行委員会  34 

㉛ 特定非営利活動法人 さんきゅうハウス  35 

㉜ 立川 失語症 さくら会  36 

㉝ 特定非営利活動法人 三多摩市民後見を考える会  37 

㉞ これから楽交(がっこう)＠多摩  38 

紹介団体目次 
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会場案内図 



活動日・時間

会費等

その他

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　)

主な活動場所

ホームページ ○○○○

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

フリガナ

連絡先 電話：○○-○○○-○○○　 / ＦＡＸ：○○-○○○-○○○
E-mail:○○○＠○○○○受付担当者

フリガナ 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名

フリガナ パネル№

団体名

団体ＰＲシートの見方
団体名・代表者名・受付
担当者ならびに連絡先
が記載されています。

少人数の場合は、具体的な比率
が記載されていますが、詳細を把
握できない場合は大まかな比率に
なっておりますので、左の活動人
数を参考にし、ご覧ください。

団体自身が今後取り組みたいこと、求めたいスキルを丸
で囲んでいます。以下に記載されている項目について興
味・関心、あるいはスキルをお持ちの方は、参考になさっ
てください。皆さんの力を団体は待っています。

各項目をご参照ください。

各項目をご参照ください。ご不明
点や詳細については、各団体へ
お問い合わせください。
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活動日・時間 活動内容により異なります

会費等
なし
※ボランティア活動者には、ボランティア保険(300円～）の加入をおすすめしています

その他
開所時間：月～金曜日　8:30～19:00　土曜日　8:30～17:00(日曜日・祝日はお休み)
※Twitterもよろしくお願いします！⇒https://twitter.com/skc_tachikawa

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】
★「ボランティア活動がしたい」「特技を活かした社会貢献がしたい」
★「NPO法人やボランティアグループの設立・運営はどうしたらいいの?」
★「活動するための、資金や場所を探している」
★「一緒に活動してくれる仲間を集めたい」
★「企業で社会貢献がしたいがどんな活動ができるか?」
★「学校でのボランティア活動の支援をしてほしい」
そんな方は「市民活動センターたちかわ」までご連絡ください！

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 福祉施設や各地域など、活動内容により異なります

ホームページ http://www.tachikawa-shakyo.jp/skct/

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】
7～8月　夏！体験ボランティア
11月　　たちかわ楽市案内人ボランティア
12月　　聞いて私のこと　知りたいあなたのこと　変えたいな立川のまち
　　　　　　　　　　　　　　　　　～ヒューマンライブラリー＠立川～
3月　　  待っています！あなたの地域デビューtheパーティー

など、さまざまなイベントを開催しています♪

※詳細はホームページをご覧ください。

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

【市民活動センターたちかわは、いろいろな価値観いろいろな分野さまざまなスタイ
ルの人や活動をつなぐかけはしです！】
○ボランティアやNPO、立川のまちづくりに参加したい市民の相談窓口として、市民
活動団体や関係機関と連携しながら、一緒に活動をしています。
○また、会議スペースや、印刷機などの機材の貸し出し、登録団体向けの「活動
資金助成」を設けるなど市民活動の支援をしています。
○「孤立防止」として「支えあいサロン」活動の推進しています。

フリガナ

連絡先 電話：042-529-8323 / ＦＡＸ：042-529-8714
E-mail:shimin@tachikawa-shakyo.jp受付担当者

比留間・岡部・前田
小林・有泉

フリガナ スズキ　シゲル 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名 会長　鈴木　茂 職員5名 2：3 約44歳

フリガナ シミンカツドウセンタータチカワ パネル№

団体名 市民活動センターたちかわ ①

かつたくん
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活動日・時間 各施設、開催講座によって異なります。

会費等 講座については、材料代等の実費がかかる場合があります。

その他

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

○講座に参加したい方
○特技を誰かに教えたい方
○地域で学習活動がしたい方
○地域で活動しているサークルを探したい方
○講座を企画したい方

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　学習活動に興味のある方　)

主な活動場所 地域学習館、女性総合センター、学習等供用施設、歴史民俗資料館

ホームページ http://www.city.tachikawa.lg.jp/shogaigakushu/kosodate/kyoiku/iinkai/shogaigakushu/index.html

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】
4月　はた織り祭り
5月　高松学習館文化祭、西砂学習館まつり、
　　 柴崎学習館「すわっ祭」
6月　幸学習館「かわせみ祭」
9月　砂川学習館まつり
11月 市民講師フェア
1月　プレ錦まつり
3月　みんなの錦まつり

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

市民交流大学の運営や市民の学習活動の支援、学習等供用施設
の整備のほか、八ヶ岳山荘の運営や文化財の保護を行っていま
す。
また、地域の生活・文化活動の拠点としての学習館で、グルー
プやサークルの活動ができるようお手伝いをするとともに、教
室や講座などを開いています。

フリガナ ワタヌキ・タナカ

連絡先 電話：042-528-6872 / ＦＡＸ：042-528-6804
E-mail:shougai—suishin@city.tachikawa.lg.jp受付担当者 生涯学習係：綿貫

市民交流大学係：田中

フリガナ アサミ　タカオ 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名 浅見　孝男 職員43名 5：5 約60歳

フリガナ タチカワシショウガイガクシュウスイシンセンター パネル№

団体名 立川市生涯学習推進センター ②

こうりゅう君
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活動日・時間 活動内容により異なります

会費等 なし

その他
お問い合わせ受付：月～金曜日　 ９：００～１７：００
※土・日曜日・祝祭日はお休みです

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】
「人と人が支えあうまちづくり」を目指して、より多くのボランティアの皆さまに
活動をして頂いております。
個人・団体でボランティアに関心のある方➡➡➡　523-7601☎待ってマス
○はじめての方でも大丈夫！話し相手や散歩同行
○車イスの修理清掃、施設内保守メンテナンス、園芸
○囲碁、将棋、麻雀、カードゲームなどの相手
○合唱コンサート、マジック、落語、ギター・・・・・・etc

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　学習活動に興味のある方　)

主な活動場所

○特別養護老人ホーム　フェローホームズ「仲間の家」「森の家」「高松の家」
○フェローホームズデイサービスセンター
○羽衣地域福祉サービスセンター
○グループホームヴィラフェローホームズ

ホームページ http://www.fellow-homes.or.jp

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

毎年恒例の「秋祭り」が、10月の土曜日10：30～14：30に実施されます。
地域に開かれた法人を目指し、地域との交流を目的として地域の皆さま・ご利用者
さま・スタッフが楽しく一日を過ごすイベントです。
ご利用者さまの見守り、車イスの補助、ステージイベントの参加者等のボランティ
アを募集しております。
【事例報告会】
1年に1回、市内公共ホールで外部に向けて、日頃のケア・サービスの取り組みを振
り返り、事例報告会を開催しています。

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

立川市富士見町を拠点として特別養護老人ホーム３か所、デイサービ
スセンター２か所およびグループホームヴィラフェローホームズ等の
高齢者総合福祉事業を展開している法人です。

フリガナ フジタニ・コイケ

連絡先 電話：042-523-7601 / ＦＡＸ：042-523-7605
E-mail:info@fellow-homes.or.jp受付担当者 藤谷・小池

フリガナ モリヤマ　ヨシヒロ 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名 　施設長　森山　善弘 年間約700名 5：5 約60歳

フリガナ シャカイフクシホウジン　エビスカイ　フェローホームズ パネル№

団体名 　社会福祉法人　　恵比寿会　フェローホームズ ③
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フリガナ ヒマワリゴウヲハシラセルタチカワジッコウイインカイ パネル№

団体名             ひまわり号を走らせる立川実行委員会 ④

フリガナ ヒガノ　アキラ 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名 日向野　朗 160名（ひまわり号参加者）

37名（実行委員） 1：1 約50歳
フリガナ クルス　ケイコ

連絡先 電話：042-535-0034 / ＦＡＸ：042-535-0034
E-mail:なし受付担当者 （事務局）来栖　恵子

ホームページ
http://www.tachikawa-shakyo.jp/skct/
※「立川ひまわり号」で検索、表記は「ひまわり号」

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

○フレンドシップトレイン「ひまわり号」を走らせる
　障害のある方と共に貸切列車による日帰り旅行を楽しんでいます。
　その為に実行委員会が準備・運営等を行っています。

○その他の活動
　広報活動として、健康まつりや駅頭宣伝、
　障害者後援会宣伝活動などに参加しています。

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

フレンドシップトレイン「ひまわり号」とは、ふだんなかなか旅に出ることが出来ないでい
る障害者と共に、医療・福祉の専門家も含めた多くの人々の力で旅行を実現させ
ようというものです。
また、多くの人の善意で走らせているこの「ひまわり号」の運動を通して障害をもって
いる人も持っていない人も平和で生き生きと暮らせる心の通じ合う「街づくり」をすす
めようとしています。

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

○ボランティア活動をしたい方
○障害者と協力して誰もが住みやすい街作りをしていきたい方
ひまわり号の走る日に参加できない方でも、実行委員としてその準備等にも取り組
めます。

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 子ども未来センター、立川相互病院

活動日・時間
原則として月に１回（午後）に定例会を開催
随時の実地踏査、イベントの参加等

会費等
実行委員会委員としての会費2,000円
ひまわり号（日帰り旅行）への参加の参加費3,500円（目的地により変更あり）

その他
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活動日・時間 不定期ですが、２～３か月に１回、火曜日13：30～17：00

会費等 年額1,000円

その他

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

この障害に関心のある方ならどなたでもご参加いただき、知識を得てもら
い、理解をしてほしいです。

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 立川市総合福祉センター２階　ボランティアルーム

ホームページ

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

年数回の家族会の定例会
会員以外の方の参加、大歓迎です。

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

定例会では、退院したけれどどうしたらいいのか分からなくて困って相談に
来られる方にアドバイスしたり、支援してくださる皆さんから情報をいただい
たり、ご指導していただいております。

フリガナ シムラ　タカコ

連絡先 電話：042-537-9968 / ＦＡＸ：042-537-9968
E-mail:takako1@plum.plala.or.jp受付担当者 志村　孝子

フリガナ シムラ　タカコ 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名 志村　孝子 4名 2：2 約70歳

フリガナ コウジノウキノウショウガイノカイ　スマイルタチカワ パネル№

団体名 高次脳機能障害の会　スマイル立川 ⑤

 9



活動日・時間
年間を通じて、活動内容によって決めています　(時間帯は9時から3時間
程度)

会費等 年額1,000円

その他

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

○自然観察や環境教育に関心のある方
○環境フェアーへの企画・参加などに興味のある方
○樹木の観察や手入れ作業などに関心のある方

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 立川市内の公園や小学校・多摩川や玉川上水　など

ホームページ

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

６月
立川環境フェアーに参加(クラフト作成・ヤゴの飼育方法・環境カルタ　など)

５-６月
立川市内の全小学校のプールで　「トンボのヤゴの救出作戦」　の実施

随時
野鳥観察会・自然観察会・林業体験　など

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】
子どもたちの健全育成と環境保全を目的に、親子での自然観察や体験
学習、ゲームなどの実施、学校や子ども会などへの講師の派遣を行い、
生命や自然環境の大切さを理解する優しい人に育ってほしいと願い発
足しました。
現在は、立川市内のほかの環境団体と連携し、市内全小学校での「ヤ
ゴ救出」を毎年行い、12年継続実施し、小さな生き物の生命の大切さ
をメインテーマに、紙芝居や講師を招いて子どもたちへの環境教育を行っ
ています。

フリガナ モリタ　ヒロオミ

連絡先 電話：042-524-5604 / ＦＡＸ：042-524-5604
E-mail:momonga2001@nifty.com受付担当者 森田　寛臣

フリガナ モリタ　ヒロオミ 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名 森田　寛臣 13名 10：3 約58歳

フリガナ タチカワカンキョウシミンノカイ パネル№

団体名 立川かんきょう市民の会 ⑥
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活動日・時間 原則として偶数月の第1水曜日（午前中）に定例会を開催

会費等 なし

その他

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

☆野良猫の被害に困っている人
☆地域の問題に関心がある人
☆イベントの企画・運営に興味がある人
☆譲渡対象の猫を一時預かりができる人

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 立川市全域

ホームページ http://ameblo.jp/tachikawatiiki-nekonokai

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

○啓発活動・猫の譲渡相談会
１．猫の譲渡相談会（主に偶数月第１水曜の午後、市役所多目的ホール）
２．「立川まんがパーク大市」参加（６／４・日曜の全日、立川まんがパーク）
３．市と「たまねこまつり」（１０／２２・日曜の全日、サンサンロード）
４．「たちかわ楽市」参加（１１月上旬の土・日の全日、昭和記念公園緑の文化ゾーン）

○学習会・講演会
＊地域猫に関するセミナーを実施（年１～２回開催）

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

　「立川市地域猫登録団体連絡会」は、市内で野良猫の不妊・去勢手術や猫の譲渡会・相談
会などを実施する「地域猫活動」に携わるボランティア団体の集まりです。手術や譲渡相談会、
啓発活動を行うことで着実に野良猫（飼い主のいない猫）の数を減らし、地域のトラブルを解消
し、住環境の改善、人と動物の調和のとれた共生につなげていくことが目的です。我々の活動は、
あくまで環境対策の一環であり、立川市が定めた「猫の飼育・管理に関するガイドライン」に基づい
ています。現状はまだ活動団体の存在しない地域もありますので、市内全域に地域猫活動が浸
透し、どの地域にも団体が存在するように、今後も一層の啓発に励んでまいります。

フリガナ カンキョウタイサクカ

連絡先 電話：042-528-4341 / ＦＡＸ：042-524-2603
E-mail:kankyoutaisaku@city.tachikawa.lg.jp受付担当者

(事務局)
立川市環境対策課

フリガナ スズキ　カズノブ 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名 鈴木　和信 162名 1：3 約60歳

フリガナ タチカワシチイキネコトウロクダンタイレンラクカイ パネル№

団体名  　　　　　立川市地域猫登録団体連絡会 ⑦

※写真は「たまねこまつり

２０１６」での１コマ
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活動日・時間 ご相談の上、ご自身の空いている時間を使って活動していただけます。

会費等 なし　　※ボランティア保険加入費用が必要になります。（ホームで補助あり）

その他

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

☆高齢者福祉に関心のある方なら、どなたでも☆
音楽活動や絵画・書道などの活動補助、喫茶のお手伝い、活動への送迎、外出
のお手伝い、縫い物、お弁当の配達、居酒屋のお手伝い、入居者の見守り、お話
相手、車イス清掃、園芸、囲碁・将棋のお相手、行事のお手伝い…etc.

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　)

主な活動場所
錦町・柴崎町・幸町・柏町の各施設・事業所（特別養護老人ホーム、軽費老人
ホーム等の高齢者施設、デイサービスセンターなど）

ホームページ http://www.shisei.or.jp/

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

◎近日開催予定のイベントはございませんが、ボランティアの受け入れは
常時行っております。お気軽にお問い合せください。

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】
社会福祉法人至誠学舎立川は100年を超える歴史のある法人です。高齢者総合福祉施設で
ある至誠ホームでは、昭和52年の至誠特別養護老人ホームの開設時から、ボランティアコーディ
ネータを配置しボランティアの受け入れを行っております。現在年間延15,000人を超える方々が活
動してくださっています。ボランティアをしていて困ったことがあったら、すぐご相談いただけますので安
心して活動していただけます。

★　★　　立川市内に４つの拠点、お近くで気軽にボランティア活動はじめませんか？　　★　★
フリガナ

フリガナ ﾎｰﾑﾁｮｳ　　アサヒ　ヒロユキ 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名 ホーム長　　旭　博之 年間延べ約15,000人 1：3 3歳～98歳の方

フリガナ シャカイフクシホウジン　シセイガクシャタチカワ　シセイホーム パネル№

団体名 社会福祉法人至誠学舎立川　至誠ホーム ⑧

テラサワ・ワダ

連絡先
電話：042-527-0035 / ＦＡＸ：042-527-2646
E-mail:shisei-volunteer@shisei.or.jp受付担当者

（錦町）
企画調整
寺澤・和田

フリガナ ミヤモト

連絡先
電話：042-527-9553 / ＦＡＸ：042-527-2646
E-mail:なし受付担当者

（柴崎町）
コミケアセンター

宮本

フリガナ カワイ・ナカムラ

連絡先
電話：042-538-2323 / ＦＡＸ：042-538-2324
E-mail:kiitos-volunteer@shisei.or.jp受付担当者

（幸町）
至誠キートスホーム

川井・中村
フリガナ オオトモ

連絡先
電話：042-535-5510 / ＦＡＸ：042-535-0908
E-mail:なし受付担当者

（柏町）
柏センター

大友

車イス清掃のボランティア 散歩のひとコマ
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活動日・時間 定例会議は毎月1回（主に土曜日）

会費等 年額1,000円のみ

その他

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

環境問題に興味のある方、地球環境を守るために何か行動をしたい方

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 定例会議は女性総合センター

ホームページ なし

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】
〔当面の予定〕
○2017年6月4日（日） 環境フェアへの参加（場所：子ども未来センター）
○2017年9月2日（土） 消費生活講座の企画運営
○2017年度 環境学習支援（小学校・保育園など）
〔活動紹介〕

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

○「たちかわエコパートナー」は、立川市環境対策課が実施している環境学習講座
「たちかわエコパートナー講座」の卒業生を中心にしたグループです。

○地球環境問題や地域のごみ問題などをはじめとしたさまざまな”エコ活動”の輪を
広げることをめざして、メンバー１人ひとりも環境問題の知識を深めていきながら、立
川市や市民団体と連携・協力しながら活動をしています。

フリガナ ナカムラ　ヤスユキ

連絡先 電話：042-521-1308 / ＦＡＸ：042-521-1308
E-mail:なし受付担当者 中村 恭之

フリガナ ナカムラ　ヤスユキ 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名 中村 恭之 ２０名 13：7 約70歳

フリガナ タチカワエコパートナー パネル№

団体名 たちかわエコパートナー ⑨

環境フェア（2016年6月5日） 環境学習支援（2016年9月7日）
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活動日・時間 上記日程参照(10：00～14：30までの間)

会費等
年会費3,000円と公園入場料が必要(ボランティア証を受理すると入場
無料)

その他
日本においては、まだめずらしいスポーツなので、まずは体験
に来てください！

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

ローンボウルズを体験し、競技を楽しみたい人。また、ボランティア活動に
も興味があり、サンデースポーツ教室でボランティアしてみたい人。
スポーツ経験がない人でも、すぐに楽しめる生涯スポーツとして最適で
す！！

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(メンバーの高齢化が進んでいるので、会のＰＲに取り組み、新人獲得に努力したい)

主な活動場所 昭和記念公園内　ローンボウルズグリーン

ホームページ なし

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

年間を通して、昭和記念公園の主催事業にボランティアとして協力して
います。

スポーツボランティア証を受理することができます。
(申請は年１回・有効期限１年)

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

○昭和記念公園内ローンボウルズグリーンにての練習
⇒月４回(第１日曜日、第２土曜日、第３木曜日、第４土曜日)
○サンデースポーツ教室(第３日曜)　ボランティアとしてインストラクション活
動
○ローンボウルズ体験申し込みがあれば随時対応します。
○他クラブとの交流試合など

フリガナ シンザワ・ニシノ

連絡先 電話：044-777-5832 / ＦＡＸ：044-777-5832
E-mail:なし受付担当者 新澤・西野

フリガナ シンザワ　ヒサコ 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名 新澤　倫子 30名 16：14 約72歳

フリガナ トウョウローンボウルズクラブ パネル№

団体名 東京ローンボウルズクラブ(略称：ＴＬＢＣ) ⑩
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フリガナ コソダテコウリュウヒロバタチカワオモチャトショカンパレット パネル№

団体名 子育て交流ひろば立川おもちゃ図書館ぱれっと ⑪

フリガナ ニシムラ　キミ 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名 西村　紀美 16名 1:15 約65歳

フリガナ ニシムラ　キミ

連絡先 電話：090-4609-4968 / ＦＡＸ：なし
E-mail:なし受付担当者 西村　紀美

ホームページ なし

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

○子育てひろば…毎月第1木曜日・第3火曜日
　　　　　　　　　　　11：00～15：00(柴崎会館・多目的室)
※4月より曜日変更あり。

火曜日はお話会も実施します。

12月の火曜日には、クリスマス会も行います。

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

「地域のみんなで子育てしましょう」をスローガンに、障害のある子もない
子も、パパもママも、祖父母もほっとな居場所となるべく、地元愛を育てら
れるような活動をしています。

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

○木工作業・布工作が好きな方…おもちゃをつくってほしいです！

○赤ちゃんや子ども…人間が好きな方、大歓迎！！

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　子育て中のママたちの話し相手、地域の絆　　)

主な活動場所 柴崎会館　多目的室(１階)

活動日・時間
毎月2回
第1木曜日と、出前子育てひろばのない週の火曜日

会費等 なし

その他
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フリガナ トクテイヒエイリカツドウホウジン　タチカワタブンカキョウセイセンター パネル№

団体名 特定非営利活動法人　たちかわ多文化共生センター ⑫

フリガナ ヒラミツ　マサノリ 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名 平光　正則 85名 不明 約50歳

フリガナ オオキ　サチエ

連絡先 電話：042-527-0310 / ＦＡＸ：042-527-0310
E-mail:ｔｍｃ＠ｐｏｐｐｙ．oｃｎ．oｒ．jｐ受付担当者 大木　幸江

ホームページ http://www.tmc.or.jp

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】
○7月初旬　外国人のための無料専門家相談会
9か国語の通訳がついて、弁護士などの専門家が相談に応じます。
　
○11月　世界ふれあい祭
たちかわ楽市の会場で、世界各国の名産品や料理などの展示・販売をします。

○12月　多文化共生のひろば
外国人の方に自国の紹介や文化の紹介をしていただきます。
　
○2月　ワールドクッキング
世界各国の料理を一緒につくります。

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

○たちかわ多文化共生センターは、外国出身の立川市及び周辺に住む
方や働いている方が、同じ地球市民としてこの町で楽しく暮らせる多文化
共生の街づくりをめざし、誰でも参加できるボランティア団体です。
○多言語による外国人相談窓口、多言語情報誌の発行、国際理解
促進のためのフォーラムや講座の開催、簡易な翻訳・通訳、世界ふれあ
い祭の開催、ワールドクッキングなどを行っています。

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

★外国人との交流に興味のある方、多文化に触れお互いに理解を深めたい方
★海外勤務経験などお持ちの方で、語学の能力を生かしたい方
★相談会などでコミュニティ通訳として活躍したい方
★さまざまな言語による翻訳をしたい方

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(外国人観光者への通訳)

主な活動場所 活動内容による

活動日・時間 活動内容による

会費等
一般会員は年額3,000円
学生会員・家族会員は年額1,000円

その他
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フリガナ ｻｶｴﾁｮｳﾁｸｸﾞｯﾄﾞﾈｲﾊﾞｰｦｽｽﾒﾙｶｲ パネル№

団体名   栄町地区グッドネイバーをすすめる会 ⑬

フリガナ タケウチ　ヒデコ 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名 竹内　英子 １４名 4：10 約７４歳

フリガナ タケウチ　ヒデコ

連絡先 電話：042-536-0451 / ＦＡＸ：042-536-0451
E-mail:なし受付担当者 竹内　英子

ホームページ なし

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】
○男性のための料理教室　毎月1回　幸学習館　会費￥300
講師：立川介護老人保健施設わかば　担当管理栄養士

○健康体操　年6回　さかえ会館　会費￥200
講師：籔本健康運動実践活動者

○会報　年3～4回発行　町内全戸配布

○その他学習会、講演会、老人施設行事の協力など

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】
活動歴20年の団体です。立川市社会福祉協議会の支援を受けて平成9年発足しました。以後
毎月定例会を開催しています。
より明るく・楽しく・安心して暮らせる地域を目指し、立川市社会福祉協議会地域福祉コーディ
ネーター・民生委員・北部東わかば地域包括支援センター・その他地域の皆さんと一緒に活動を
しています。
また、独自に「私ノート」（エンディングノート）を作成、普及活動を継続中です。
みんなで楽しく脳トレ運動にも挑戦中です。

住んでて良かったと思えるまちづくりを目指しています。ご一緒に活動しませんか！

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】
★街づくり、福祉活動に関心はあるが、なんとなく億劫だ。
★町内に知人が少ない。友人を増やしたい。

そのようなお気持ちを抱いておられる方、まずはグッドネイバーの行事に参
加してみてください。きっと答えが見つかります。

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 幸学習館、さかえ会館、その他栄町地区周辺

活動日・時間 定例会は午前中情報交換など(その他は行事に合わせます)

会費等 年額1,200円

その他
同じような趣旨の会が、西砂・一番町、柴崎町、若葉町でも活動してい
ます。
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活動日・時間 各講座により月1～4回

会費等 受講料は無料(ただし、教材費は実費負担)

その他

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

シルバー世代の仲間とともに楽しく学習してください。
応募資格は、立川市内に在住の60歳以上の方です。

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 主に市内各所の福祉会館

ホームページ 立川市公式ホームページ（高齢者支援・いきいきシニアライフ楽しもう！事業＆施設紹介欄）

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

☆シルバー大学文化祭
絵画や陶芸などの作品展示とダンス・コーラスなどの発表会
・期間：平成29年6月27日（火）～7月1日（土）(予定）
・場所：柴崎福祉会館

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

昭和59年の開校以来、英語、歴史、書道、茶道、
絵画、陶芸などといった教養・芸術分野の他、
ダンス、ゲートボールといったスポーツ分野の講座を
開設しています。
今年は6月10日号の市報により募集予定となっています。

フリガナ シモサワ　フミアキ

連絡先 電話：042-528-1246 / ＦＡＸ：042-521-2738
E-mail:fukusisoumu@tachikawa.lg.jp受付担当者 下澤　文明

フリガナ タチカワシチョウ　シミズショウヘイ 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名 立川市長　清水　庄平 Ｈ28受講生：489名 概ね3：7 約75歳

フリガナ タチカワシシルバーダイガク パネル№

団体名 立川市シルバー大学 ⑭
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フリガナ タチカワシミンコウリュウダイガク　シミンスイシンイインカイ パネル№

団体名 たちかわ市民交流大学　市民推進委員会 ⑮
フリガナ マカベ　　シゲキ 活動人数 男女比 平均年齢

代表者名 真壁　繁樹 推進委員：28名
サポーター：20名

20：8
10：10

 約65～70歳
　約65歳

フリガナ ｶﾄｳｶﾝｼﾞ・ﾑﾗﾀﾕﾘｺ

連絡先 電話：042-528-6872 / ＦＡＸ：042-528-6804
E-mail:tachikawasuisin@yahoo.co.jp受付担当者

加藤　寛治
村田　由利子

ホームページ なし

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

〇色々な分野の講座および講演を開催（年間約50件：事例は以下の通り）
・遺言　・遺産相続　　・振り込め詐欺　　・日本経済の現状と今後　　・散歩が楽しい植物観察
・遺伝子と生命　　・「未病」を知り健康長寿　　・西洋美術　　・魅惑のアンコールワット
・古事記を読もう　　・クラシック音楽入門　　・極地研協働講座　　・ストラップづくりを楽しもう
・大人に贈る「星の王子様」　　・立川の財政を考える　　・ＥＸＣＥＬ講座　　・在宅医療を考える
など

〇たちかわ市民交流大学情報誌「きらり・たちかわ」の発行
・行政と協働で、年に4回発行（春号・夏号・秋号・冬号）

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】
立川市が進める「たちかわ市民交流大学」の一翼を担って、市民の学びを推進する学習ボランティア組織
で、　主に次のような活動を行っています。

〇市民ニーズに即した講座の企画・開催・運営
・市民ニーズや地域課題などを調べ、講座のテーマ・内容について企画し、講師の選定・交渉を行う。
・講座の事前準備や当日の運営を行う。
〇講座に多くの市民に参加して頂くためのＰＲ
・情報誌「きらり・たちかわ」を発行し講座などの広報を行う。また、講座のチラシを作成し配布する。
〇推進委員会の運営
・委員会の運営、委員同士の交流や研修、委員の募集・促進などを行う。

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】
〇市民推進委員
・市民の生涯学習の推進に興味を持っている方
・市民推進委員会が実施する講座の企画・運営に参加して頂ける方
・情報誌「きらり・たちかわ」の作成・編集などに興味のある方
〇サポーター
・講座の受付けなどの運営、講座のチラシ配布、「きらり・たちかわ」の作成支援など、推進委員の
活動の支援を行える方

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 女性総合センターを中心に市内の各学習館　他

活動日・時間
推進委員：委員会などへの出席（月２回程度）、役員分担に応じて講座等の運営に参加
サポーター：講座などの運営に参加。委員会への出席は不要

会費等 年会費：なし

その他
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フリガナ タチカワ・ザイセイヲカンガエルカイ パネル№

団体名 たちかわ・財政を考える会 ⑯
フリガナ カトウ　ヨシシゲ 活動人数 男女比 平均年齢

代表者名 加藤　良重 ２１名 16：5 65～67歳
フリガナ カトウ　カンジ

連絡先 電話：042-520-7123 / ＦＡＸ：042-520-7123
E-mail:tatikawa.zaisei@sirius.ocn.ne.jp受付担当者 加藤　寛治

ホームページ なし

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

〇平成27年12月　 　　　 ：「たちかわ市民財政白書」発行
〇平成27年12月7日   　：「たちかわ市民財政白書」完成発表会
〇平成28年4月～12月　：「たちかわ・財政学習会」開催（9回）
〇平成29年2月末       　：「自治・政策・財政 市民ハンドブック」，「資料集」発行
〇平成29年3月12・18日：市民企画講座を市民推進委員会と共同開催
　　　　　　　　　　　　　　　　【「夕張のいま」を知って 立川市の財政を考えてみよう】
〇平成29年4月～12月　：29年度 「たちかわ・財政学習会」開催予定
〇平成29年度　　　　　　：第2弾「たちかわ市民財政白書」の作成

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】
〇夕張市の財政破綻後、市民が自分達のまちの財政を学ぶ動きが広がり、各市で市民財政白
書が作られています。
〇立川市でも、我がまち立川の財政を考え、平成27年度に「たちかわ市民財政白書」を作成し
ました。
〇平成28年度に、市民の皆さんと一緒に「たちかわ・財政学習会」などを開催し我がまちの財政
を学びました。
〇また、市民向けの「財政関連のハンドブック」、「資料集」を作成しました。
〇29年度は、第2弾目の「たちかわ市民財政白書」を作成すると共に、市民の皆さんと地方自治
や財政を学び、この立川市を魅力ある・住みやすいまちにする活動に結びつけていきたいと思いま
す。

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

〇我がまち立川市の「税金の使われ方」などをもっと知って、更に住みや
すいまちにしたいと思っている方。
〇市民の皆さんと一緒に、色々と楽しく学んでいきましょう…

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 立川市内の学習館・女性総合センターなど（主に、柴崎学習館）

活動日・時間
活動：学習定例会・たちかわ・財政学習会（月1回）・「たちかわ市民財政白書」の作成・編集会議
時間：2時間/回

会費等 年額500円

その他 「たちかわ市民みらい会議」と連携・協働しています。
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活動日・時間 第４土曜日（または木曜日の）午前あるいは午後

会費等 年額1,000円（事務費・運営費に充当します）

その他

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

○自分の考えを持ち、市民全体の幸せを追求するために、ご自身のこれ
までの経験や見識を貢献活動に活かしたい方。

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 学習館（主に柴崎）、市役所

ホームページ http://blog.goo.ne.jp/tachikawamirai

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】
○財政学習会
「たちかわ財政を考える会」と共同でほぼ毎月開催。「市民がつくる財政
白書」発行後、執筆を担当した会員が中心となって学習会を重ねてきま
した。

○定例会合
ほぼ毎月、第４土曜日に柴崎学習館や市役所会議室にて行政・議会
関係の情報交換を行います。

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

○立川市自治基本条例制定の推進を行い、真に市民にとって望ましい
行政・議会の在り方の実現を目指すための有志の会です。

○立川市の政策や、計画づくりへの積極的な参加と市政・議会のウォッ
チングを通じ、情報共有を図っています。

フリガナ マスダ　ショウザブロウ

連絡先 電話：042-534-2022 / ＦＡＸ：042-534-2022
E-mail:nrko1818@nifty.com受付担当者 増田　正三郎

フリガナ マスダ　ショウザブロウ 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名 増田　正三郎 １２名 9：3 約７０歳

フリガナ タチカワシミンミライカイギ パネル№

団体名 たちかわ市民みらい会議 ⑰
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フリガナ タチカワシアマチュアムセンクラブ パネル№

団体名      立川市アマチュア無線クラブ　(ＪＱ１ＹＵＦ） ⑱
フリガナ イデ　ヒロオ 活動人数 男女比 平均年齢

代表者名 井出　浩夫 28名 27：1 約55歳
フリガナ コウノ　カズマサ

連絡先 電話：042-535-0704 / ＦＡＸ：なし
E-mail:  lq3l-kun@asahi-net.or.jp受付担当者 河野　和昌

ホームページ    http://club.ap.teacup.com/tarc/

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

○月例ミーティング　第2金曜日19：00～　砂川学習館
○月例オンエアミーティング（無線上で交流）　第4日曜日22：00～
○月例・電信によるロールコール　    月例オンエアミーティング後
○防災オンエアミーティング（無線上で訓練）　年2回
○移動無線運用　年2回　野外
○公開無線運用　9月　砂川学習館
○新年会（ジャンク市）　　1月

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

【発足】2014年6月に、同好会から発展してできた新しいクラブです。
【活動の重点】
①技術・情報交流や無線運用を行い、アマチュア無線の楽しさを味わいます。
②市民・子どもが無線や電子工作を気軽に楽しめるよう、情報提供やラジオ製作教室などを行
います。
③クラブ内非常通信訓練を行い、市民レベルの防災活動に寄与します。

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

★アマチュア無線を始めたい、再開したい方
★アマチュア無線で世界・日本の人々と交流したい方
★無線クラブで無線技術の向上を図りたい方
★子ども達に無線や電子工作技術を教えてみたい方

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　　　)

主な活動場所
月例ミーティング：砂川学習館
公開運用などの諸行事：砂川学習館など公共施設、または野外

活動日・時間
ミーティング　毎月第2金曜日19:00～
オンエアミーティング　毎月第4金曜日22：00～
諸行事　　土・日曜日、祝日

会費等 月会費　100円(高校生以下は無料)

その他
難しいイメージのあるアマチュア無線ですが、受験に関することや開局のお
手伝いもしますので、お気軽にお声掛けください。

公開無線運用

月例ミーティング

親子ラジオ製作教室

野外無線運用
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活動日・時間 祭日を除く毎週月曜日　14：00～17：00

会費等 年会費　法人：50,000円　/　個人：3,000円

その他

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

○ネパールに興味のある人

○行動力のある人

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 月曜サロン　立川市柴崎町2-9-2(立川駅南口徒歩５分)

ホームページ http://jnfc.namaste.jp/

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

○ネパールフェスタ　毎年9月　会員・入会希望者への活動報告と懇親
の集い

○ネパール大使館との交流会　大使館などにおいて適宜開催

○立川市「楽市(世界ふれあい祭り)」　毎年11月　ネパール物販品など
の販売

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

○ネパール各地での学校へ通えない児童への就学支援活動

○災害等の被災者への支援活動

○社会貢献活動への参加呼びかけ
　　ＮＰＯ法人、日本ネパール友好協会　月曜サロン開催

フリガナ マスダ　ショザブロウ

連絡先 電話：042-534-2022 / ＦＡＸ：042-534-2022
E-mail:nrko1818@nifty.com受付担当者 増田　正三郎

フリガナ タケモト　タカシ 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名 武本　孝史 25名 10：15 約65歳

フリガナ トクテイヒエイリカツドウホウジン　ニホンネパールユウコウキョウカイ パネル№

団体名 特定非営利活動法人　日本ネパール友好協会 ⑲
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活動日・時間 毎月第3金曜日　14：00～16：00(変更する場合あり)

会費等 年会費500円(有料会場使用の場合は別途)

その他 お気軽にお声をかけてください(*^_^*)

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】
○第2の人生を謳歌したい人
○地域デビューしたい人
○「聞き方」「話し方」を勉強したい人
○「傾聴力」を磨きたい人
○仲間をつくり、生きがいと楽しい暮らしを再発見したい人

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 高松学習館(変更する場合あり)

ホームページ なし

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

○月一回の定例談話会(第3金曜日)

○介護施設での傾聴ボランティア

○会員相互の向上と親睦を図る活動など

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

当サークルは「聞くこと」「話すこと」を通し、
お互いの気持ちを理解し、尊重し合い、心の健康と
生きがいを見出すとともに、地域に貢献することを
目的に活動しています。

フリガナ モりモト・トミナガ
連絡先 電話：042-560-9348 / ＦＡＸ：042-560-9348

E-mail:92tanaka@smail.plala.or.jp受付担当者 森本・冨永

フリガナ タナカ　マサクニ 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名 田中　政邦 20名 10：10 60歳

フリガナ ミンナノタマリバ　　　　　　　　　ジンセイヲカタリアウカイ パネル№

団体名 みんなの多摩り場　　　人生を語りあう会 ⑳
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フリガナ ブンカゲジュツイキイキネットワーク　(ツウショウキャン) パネル№

団体名 文化芸術いきいきネットワーク(通称:ＣＡＮ) ㉑
フリガナ サトウ　ノリコ 活動人数 男女比 平均年齢

代表者名 佐藤　典子 25名 5：1 約60代後半
フリガナ サクライ　ユリコ

連絡先 電話：042-525-6504 / ＦＡＸ：042-525-6504
E-mail:なし受付担当者 櫻井　百合子

ホームページ なし

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

○山下洋輔ジャズコンサートを毎年１２月に開催しています。

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

高齢者デイサービスセンターにいる利用者の皆さまが元気で生き生きとし
ていただくために、質の良いアクティビティの提供をしています。内容は、音
楽・アート(生き生きアート、布アート)・朗読・創作折り紙などで、指導者
とアシスタントがともに施設へ伺います。また、創作オペラ舞台を高齢者施
設へ提供しています。加えて、これら活動のために山下洋輔クリスマスジャ
ズコンサートを年末に開催しています。

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

趣味活動を活かしたい方なら、どなたでも

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 市内特別養護老人ホーム、デイサービスセンターなど

活動日・時間 施設により異なります

会費等 なし

その他
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フリガナ ニシキホウリツヲシルカイ パネル№

団体名 錦法律を知る会 ㉒
フリガナ ババ　カズノリ 活動人数 男女比 平均年齢

代表者名 馬場　和徳 10名 7：3 約67歳
フリガナ ﾊﾞﾊﾞ　カズノリ

連絡先 電話：070-3542-2860 / ＦＡＸ：なし
E-mail:ryuu_baba@yahoo.co.jp受付担当者 馬場　和徳

ホームページ なし

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】
憲法講座「70年の憲法の歴史と立憲主義」
開催日：平成29年4月13日(木)、27日(木)、5月11日(木)　全3回シリーズ
開催場所：女性総合センター第3学習室　講師：平　和元

勉強会：弁護士と語ろうシリーズ第2弾
昨年より続けているシリーズもので、生活の身近な問題に対し、法律を基準に、専
門の弁護士より解き明かしてもらいます。会話の楽しい勉強会をしています。
7月、9月、11月、1月、3月の5回シリーズを計画しております。時間帯は、第3土曜
日14：00～16：00となっています。

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

「憲法講座」及び「弁護士と語ろうシリーズ」及び毎月第４土曜日午前９
時半からの勉強会等を通して、法律を正しく理解することを目標に活動
しています。

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

憲法に関心のある方、身近にある法律を勉強したい方、こんな法律が出
来て良いのかの疑問のある方、一緒に勉強しませんか。

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 錦学習館

活動日・時間 毎月第4土曜日　9：30～12：00

会費等 入会金：1,000円　年会費：3,000円

その他
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フリガナ エスエスエルシー　セフティーライフ パネル№

団体名 sＳＬc　セフティーライフ ㉓
フリガナ ワタナベ　チョウキョウ 活動人数 男女比 平均年齢

代表者名 渡部　調匡 8名 5：3 約65歳
フリガナ ワタナベ・スズキ

連絡先 電話：090-3535-7487 / ＦＡＸ：なし
E-mail:music-house-cho@ezweb.ne.jp受付担当者

渡辺　調匡
鈴木　敏子

ホームページ なし

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

年に3～4回、市の施設において音楽講座や防災講座を開催していま
す。

本年1月21日に、柴崎学習館地下１階ホールにて、「楽しい音楽講座」
を開催し、多くの方にお集まりいただきました。

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

○安全・安心

○防災の知識

いざというときのための、分かりやすい実習などを実施しています。

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

お子様からご高齢の方まで、どなたでも歓迎いたします。

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 市内公民館、学習館、ライブハウスなど

活動日・時間 2か月に1度くらいの頻度で、市民交流大学での講座もあり

会費等 原則無料(資料代として500円ほど徴収する場合あり)

その他
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フリガナ タチカワシサイガイボランティアネット パネル№

団体名 　立川市災害ボランティアネット ㉔
フリガナ ヤノ　マサタカ 活動人数 男女比 平均年齢

代表者名 矢野　和孝 37名 およそ2：1 不明
フリガナ ヤノ　マサタカ

連絡先 電話：080-5001-6219 / ＦＡＸ：なし
E-mail:tachi.saibou@gmail.com受付担当者 矢野　和孝

ホームページ http://tachisaibo.org/

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

①【市民のための体験型防災講座】
　5月28日（日）から7月22日(土)までの5日間の連続講座
　※詳細はチラシ参照

②防災・減災に関する出前講座・・・受付担当者にご相談ください。

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】
2009年、立川市社会福祉協議会の呼びかけで準備会を立ち上げ、2011年東日本大震災を契
機に正式発足し、防災・減災啓発出前講座活動、「災害ボランティアリーダー養成講座」を本格
的に開始しました。
①養成講座は昨年まで5年継続し、本年からは市民になじみやすいようカリキュラムを編成し直
し、上記「防災講座」を開催します。
②社会福祉協議会、自治会、市民団体などからの依頼により防災・減災に関する出前講座を
行っています。
③立川市総合防災訓練へブースを頂いて参加しています。
④地域の自治会からの依頼で防災訓練に協力参加しています。

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

災害は全ての人に襲います。災害には、多様な対応が必要です。どんな
方にも活動する場があります。ぜひ、一緒に活動しましょう。

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 定例会の会場は、高松学習館

活動日・時間 毎月一回定例会を開催(その場で活動予定が発表されます)

会費等 年額2,000円

その他
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フリガナ タチカワマチノアンナイニン　ボランティアノカイ パネル№

団体名 たちかわまちの案内人　ボランティアの会 ㉕
フリガナ キクチ　ヒロキ 活動人数 男女比 平均年齢

代表者名 菊池　寛樹 34名 3：5 60代～70代
フリガナ サカイ・カナサキ

連絡先 電話：042-527-2700 / ＦＡＸ：042-527-5913
E-mail：yu.takahashi@tachikawa.or.jp受付担当者

酒井京子
金崎幹夫

ホームページ http://www.tbt.gr.jp/annai22/

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

○春うらら　国立・立川さくらウォーキング
4月2日（日）10：00～15：00(まちの案内人は、受付や道順誘導サポート
等行います。)
柴崎体育館集合
国立・立川のさくら名所歩き
参加者1,500名/参加費無料
※申し込みは当日受付にて行います。

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

平成19年より立川市の観光人材育成事業としてスタートしました。
立川の歴史、文化、自然などをテーマにした観光まち歩きの案内活動などを行っています。
毎月第3水曜日に全体会議、年に数回のオリジナル観光まち歩きも実施しています。
その他市内イベントのお手伝いや案内人向け勉強会などイベントが目白押しです。

2020年オリンピックパラリンピックを見据え、外国人対応できる語学ボランティアの募集等も行ってい
ます。

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】
○元気にまちを案内出来る方
○語学のできる方
○まち歩きに興味のある方

どんな方でも大歓迎です！

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 立川市内

活動日・時間 行事により異なります。

会費等 入会時、年間ボランティア保険代として500円頂きます。

その他 完全無償ボランティアとなります。
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フリガナ トクテイヒエイリカツドウホウジン　アノカイ　ショウガイジ・シャノコトバケンキュウ・イクセイ、コソダテソウダンジョ パネル№

団体名
特定非営利活動法人　「あ」の会
障害児・者のことば研究・育成、子育て相談所 ㉖

フリガナ オガワラ　ヨシエ 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名 小川原　芳枝 11人 2：9 約60歳

フリガナ サトウ　マリコ

連絡先 電話：042-538-3596 / ＦＡＸ：042-538-3596
E-mail:info@anokai.gotohp.jp受付担当者 佐藤　真理子

ホームページ http://anokai.gotohp.jp/

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】
ことばを育てるセミナー、ことばや体の講習会、絵本作り講習会（障害児・者に関わる大人対象）
イベント「あそぼう」（障害児・者＆関わる人、健常児）
ことばと絵本の会「おはなしひろば」（障害児＆健常児：親子）
「体の親子学習会」「療育」の会、訪問指導（障害児の親子）
重度障害者の子育て相談会、講演会

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】
3年前に任意の研究団体からＮＰＯ法人として立ち上げました。

①障害児・者のことばを育むための支援事業（ことばを育て、表現力を豊かにし、あ
そびを通してことばやコミュニケーションを育てる）や研究、教材作成等をしています。
その土台となるからだ作りの活動もしています。
②障害児・者に関わる指導者の育成に関する事業（セミナー、講習会、ワークショッ
プ等）
③子育て相談に関する事業の展開

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】
○障害のある人（子ども・成人）のことばや体、生活、支援に関心のある人
○表現や絵本などに興味があり、子ども達と楽しんだり、指導者になって活動した
い人
○教育、福祉関係者
○障害児・者の親

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(ホームページの充実)

主な活動場所
法人事務所（連絡先と同じ）　　　イベントや活動は多摩地域が多い
公民館、文化センター、福祉作業所、障害者センター、学校他

活動日・時間
定例会（第４土曜日午後）　　イベントや活動は土日が多い（普段の日もやってま
す）

会費等
法人会員：年額5,000円　　賛助会員：一口2,000円
イベントや活動の参加費（会費）はその都度500～3,000円程（賛助会員は半額）

その他
立川市のいろいろな団体と繋がり、ネットワークをつくる機会になると嬉し
いです！

ことばのセミナー

おはなしひろば

イベント「あそぼう」（２０１６年度）

障害のある子もない子も一緒にことば

あそび、歌、絵本、沖縄の三線や歌、
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フリガナ タチカワシセキジュウジホウシダン パネル№

団体名 　　　　　　　　立川市赤十字奉仕団 ㉗
フリガナ カネコ　リツコ 活動人数 男女比 平均年齢

代表者名 金子　利津子 団員160名 1：159 約７０歳
フリガナ アサイ　ハジメ

連絡先
電話：042-523-2111(内線1490) / ＦＡＸ：042-529-8676

E-mail：fukushisoumu@city.tachikawa.lg.jp受付担当者
浅井  元

（立川市事務局）

ホームページ なし(年2回奉仕団だよりを発行しています)

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

○団員研修

○奉仕団まつり

○3.11あの大震災を忘れない～赤十字ボランティア減災アピール～

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

○立川市赤十字奉仕団は1981年に結成されました。最初の活動は献血の呼びかけが主でした
が、現在は多種多様のボランティア活動をしています。

・週2回の血液センターでの奉仕活動（月・木10：00～15：00　各班で持回り）
・週3回の献血ルームで奉仕活動（火・水・金14：30～16：00　各班で持回り）
・地域防災訓練での炊き出し・救急法・避難所で役立つ知識等の普及活動
・赤十字社の事業への参加、協力（世界赤十字デー、赤十字フェスタ、研修会等）
・その他懇談会、管外研修、裁縫奉仕、エィドステーション立ち上げ訓練等

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】
・ボランティア活動がしたい。非常時に役に立ちたい。その為のスキルを身
に付けたい。
・自分の身を守り、家族の身を守り、地域の人を助ける為にできることを
探している人。

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　裁縫　　　)

主な活動場所 血液センター・献血ルーム・市内全域

活動日・時間 活動内容により異なります

会費等 なし

その他
「赤十字」を少しでもご理解いただき、一人でも多くの方にご賛同いただけましたら
幸いです。みなさまのご入団をお待ちしております

支部職員のもとテント立ち上げ訓練
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フリガナ ジョイプラス パネル№

団体名 ＪＯＹプラス ㉘
フリガナ サカイ　ミヨ 活動人数 男女比 平均年齢

代表者名 酒井　ミヨ 8名 4：4 約62歳
フリガナ サカイ　ミヨ

連絡先 電話：042-529-8980 / ＦＡＸ：042-529-8980
E-mail：mtnxb936@yahoo.co.jp受付担当者 酒井　ミヨ

ホームページ

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

○雑談会
2～3か月に1度くらいの頻度で開催。今のところ参加人数が少ないため、
昼食会を兼ねて行っています。

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

いずれ自前での講座を開催することを目標に活動をしています。そのため
の説得話法を身につけるため、まず、洗練された雑談力を力まず自然体
で行えるように努力しています。

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

○自分の身の回りに興味関心を持って暮らしている方。
○「おしゃべりは文化」…この活動主旨にご理解いただける方。

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　ＮＰＯ法人化　　　)

主な活動場所
市内のレストランやカフェなど。柴崎学習館や女性総合センターの場合も
あり(空きがあれば)

活動日・時間 2～3か月に1度(ランチタイム)

会費等 なし(いずれ500円ほど徴収する予定あり)

その他
次回の開催は春を予定しています。主に、アメリカ大統領の観察記につ
いて話し合います。
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フリガナ タチカワシジチカイレンゴウカイ パネル№

団体名 立川市自治会連合会 ㉙
フリガナ マンタ　カズマサ 活動人数 男女比 平均年齢

代表者名 萬田　和正 35,329世帯 不明 不明
フリガナ キョウドウスイシンカ

連絡先 電話：042-528-4315 / ＦＡＸ：042-527-8074
E-mail:kyoudousuishin@city.tachikawa.lg.jp受付担当者

立川市役所
産業文化スポーツ部

協働推進課

ホームページ http://www.tachikawa-jichiren.com/

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

○地域防災訓練
○健康フェア
○交通安全教室
○防犯講習会
○お祭り
○地区運動会など

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

○立川市自治会連合会は市内132の自治会が加盟する連合組織で
す。各自治会では、住みよい安心・安全な地域づくりのために、様々な
活動を行っています。防災活動、お年寄りやお子さんの見守り等防犯活
動をはじめ、地域の運動会やお祭りなど、地域を盛り上げるイベントも
行っています。

○自治会連合会は、地域活動で頑張る自治会を応援しています。

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】
お住まいの地域に自治会があれば、どんな方でも入れるというのが自治会の良いところです。
「お隣さん・ご近所さんとお話しするきっかけがほしい」
「自分の住む地域で何か活動したい」
など、少しでも地域に関心がある方ならどなたでも参加できます。災害の発生などのためご近所同
士で助け合うことで、一人では心配なことも地域の皆さんで一緒に考えたり、備えることができま
す。

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 各自治会により異なりますので、立川市役所協働推進課（523）2111までお問い合わせください。

活動日・時間 各自治会により異なりますので、立川市役所協働推進課（523）2111までお問い合わせください。

会費等 各自治会により異なりますので、立川市役所協働推進課（523）2111までお問い合わせください。

その他
自治会連合会加盟の自治会に加入すると、絆（きずな）カードがもらえます！絆カードは、市内ホテルや商
店での割引サービスが受けられるお得なカード。人間ドックなどの割引などもありますので、この機会に自治
会への加入・自治会連合会への加盟をぜひ、ご検討ください。
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フリガナ タチカワイッタイオンガクマツリジッコウイインカイ パネル№

団体名 立川いったい音楽祭り実行委員会 ㉚
フリガナ スズキ　カズヒロ 活動人数 男女比 平均年齢

代表者名 鈴木　一廣 約30名 不明 不明
フリガナ スズキ　カズヒロ

連絡先 電話：042-525-8611 / ＦＡＸ：042-529-6000
E-mail:kazu.abebe@nifty.com受付担当者 鈴木　一廣

ホームページ http://tachikawa-ittai.jimdo.com/

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】
○「立川いったい音楽祭り」
①開催日：毎年5月の第3土日を中心に行い、平成28年度は5月21日(土)・22日
(日)に開催。
②昨年は250の団体・個人の参加があった。今年の応募は、320余りの応募の結
果、300団体を超す出演となりました。
③昨年の観覧者数は、合計で54,000人でした。
④いったいウィークと名付け、一週間の間、立川のあちこちでコンサート・ライブを開
催します。
⑤立川市の主催ですが、、山下洋輔氏のコンサートの運営を当会で担っています。

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

○「まちに音楽、まちを楽しく」をモットーに立川のまちの活性化活動を続
けています。
○実行委員は立川市民以外も多く、和気あいあいと進めています。
○事務局は、たましんＲＩＳＵＲＵホール内の立川市地域文化振興財団
となっています。

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】
☆楽しいことが好き
☆企画を立てることが好き
☆皆さんに喜んでもらうことが好き
☆裏方が好き
☆音楽・舞踊ダンスをしている
☆音響に詳しい

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　　)

主な活動場所
立川市内
(会議はたましんＲＩＳＵＲＵホールにて行います)

活動日・時間 活動内容次第

会費等 なし

その他
イベントではチラシ配りや人の整理といった雑用があり、こういったことに抵抗のない方をお待ちしま
す。会議は平日の昼間に行うことが多いので、時間の都合がつきやすい方だとありがたいです。イベ
ントやコンサートが未経験の方でも大歓迎します。
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フリガナ トクテイヒエイリカツドウホウジン　サンキュウハウス パネル№

団体名 特定非営利活動法人　さんきゅうハウス ㉛
フリガナ ワタナベ　マモル 活動人数 男女比 平均年齢

代表者名 渡邊　守 30人 3：1 約50歳
フリガナ

連絡先 電話：080-5192-1463 / ＦＡＸ：なし
E-mail:a064kys@ac.auone-net.jp受付担当者

ホームページ http://sanq-h.org/

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

○お正月のお雑煮会、1月1日
○夏祭り　毎年8月
○毎月1回夜回り
○河原・路上生活者に真夏・年越物資配布

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】
①週4日：食事・洗濯・入浴・相談サービス　②週3日：コミカフェ運営　③月1回：寺子屋開校、
1/15(日)、2/26(日)、3/19(日)　　④毎月第1第3金曜日に三多摩フードバンクでパルブレッドのパ
ンを生活困窮者へ配達（4年目）　⑤フードバンク立川では、羽衣＆幸地域包括支援センター・
パルシステム東京立川センター・ワーカーズコープと協働して引き取り＋宅配フードバンク、フードド
ライブを実施　⑥月1回さんきゅう寺子屋開校　⑦地域の高齢者で健康麻雀開催、将棋・囲碁
もＯＫ　⑧毎週地域の清掃ボランテイア　⑨ＹＰＯで家事代行サービス　⑩さんきゅうハウス（生保
受給者の寮）で食事などを提供　⑪地域の子ども食堂応援（市内有志から提供された野菜の提
供、台所の間貸し）　⑫カフェを塾やヨガ・誕生日会・同窓会などの場として貸しています。⑬依存
症からの解放寄り添い支援　⑭生活保護申請手伝い　⑮生活保護受給者ネットワーキング

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】

世の中の不正義を正したいという熱意のある方歓迎します。

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 立川市、国立市

活動日・時間 毎日9時から夜9時まで、日曜日も場所を貸しています。

会費等 年額3,000円から5,000円

その他
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フリガナ タチカワ　シツゴショウ　サクラカイ パネル№

団体名 立川　失語症　さくら会 ㉜
フリガナ フジモト　ヨシエ 活動人数 男女比 平均年齢

代表者名 (代理）藤本　吉江 25人 7：3 ５０代～７０代
フリガナ ミヤタ　ムツミ

連絡先 電話：090-8119-0478 / ＦＡＸ：なし
E-mail:tachikawashitsugoshosakurakai@gmail.com受付担当者 宮田　睦美

ホームページ なし

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】
○定例会
・月に1回、焦らずゆっくり話し、ゆったり聞いて、一緒に笑う
・普通の会話さえ難しくなっているので、ゆっくり待ってくれる仲間と、近況を報告した
り、歌を歌ったり、食事会などを通じて、失語症の会員の方同士で交流を楽しむこ
とを、リハビリとしています。

○2月4日(土)　「春を呼ぶコンサート」
・気持ちよく声を出す　気持ちを合わせて

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】

失語症とは？
脳卒中など脳に損傷があるために、言葉を「話す・聞く・読む・書く」ことが
難しくなる後遺症です。情報の受信にも発信にも困難を伴います。
まるで突然言葉の分からない外国に放り出された様な心細さだと言わ
れ、「孤独病」とも言われます。ボランティアが通訳のように間に入ってくれ
ることで、より会話が広がります。そんな仲間との会話や交流が、リハビリに
もなり心の支えとなります。

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】
○失語症や高次脳機能障害を知りたい方
○人と話すこと、話を聞くことが好きな方
○人生経験を生かし、会の運営に力をかしていただける方
○会計やHPつくりが得意な方
○会話や歌を通して、仲間と活動したい方
○地域でのカフェ活動に関心のある方

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(失語症のＰＲのため、ＨＰをつくりたい)

主な活動場所 立川市総合福祉センター

活動日・時間 毎月第4木曜日　13：30～16：00ごろ

会費等 会員：年額2,500円　　ボランティア：無料

その他 「高次脳機能障害の会　スマイル立川」とのつながりもあります。
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フリガナ トクテイヒエイリカツドウホウジン サンタマシミンコウケンヲカンガエルカイ パネル№

団体名 特定非営利活動法人 三多摩市民後見を考える会 ㉝

フリガナ カワスギ　ヨシエ 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名 川杉　芳枝 14人 5：9 60歳

フリガナ カワスギ　ヨシエ

連絡先 電話：042-531-0624 / ＦＡＸ：042-531-0624
E-mail:santama_sk@yahoo.co.jp受付担当者 川杉　芳枝

ホームページ  http://santamashiminkouken.jimdo.com/

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】
無料セミナー、勉強会の開催や、 イベント等への参加を積極的に行っています。 

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】
住み慣れた地域社会で、安心して安全にその人らしい暮らしを続けられるように見守り、支援するため成
年後見制度を学習し普及する活動を行っています。

毎月定例会の開催、勉強会開催の他、
「たちかわ楽市」イベントの参加、当会設立から重要な活動として取り組んでいます。
無料セミナーの開催、さまざまな団体の皆さまにお招きいただき開催する「出前講座」
「もしも」の時に自分の思いを大切な方に伝えるためのエンディングノートのご紹介など
地域に根ざしたさまざまな活動を行っています。サロンづくりもしていきます。

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】
成年後見制度の学習、制度の啓発と普及活動及び後見業務を一緒にやっていきませんか。

   「ボランティア活動がしたい」　「成年後見制度を勉強して社会貢献がしたい」
   「一緒に活動してくれる倫理観の高い仲間を探している」　「サロン作りへの協力者」 etc.
   　そんな方は、お気軽に　「三多摩市民後見を考える会」　までご連絡ください！

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 立川市総合福祉センターや各地域など活動内容次第

活動日・時間 活動内容次第

会費等 会費：月額300円

その他

楽市の様子

セミナーの様子 勉強会の様子

ご一緒に活動しませんか！
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活動日・時間 活動内容により異なります

会費等 基本的には無料(講座や体験などは実費となります)

その他

こんな人向き
こんな関心のある人

【活動希望者へのメッセージ(募集内容など)】
○特技を生かしたい！
○社会貢献や地域貢献がしたい！
○自分で講座をやってみたい！
など、どんなことにも興味があり、いろいろなことを学びたい方。
※トンボ玉をやりたく、機材一式を購入しましたがまだ１度も使っていません。どなた
か一緒にやりませんか？

今後取り組みたいこと
求めたいこと

(○で囲んでください)

　広報  　　 写真　　　モノづくり　　　PCスキル　　　デザイン　　　力仕事　　　財務　　　ＳＮＳ

　その他　(　　　　　　　　　　　)

主な活動場所 立川市内(場所によってはお出かけもあります)

ホームページ http://www.korekara-gakko.net/

代表的なイベント
周知したい事業など

【イベント名・開催日・開催場所・内容など】

○2月16日(木)　樹木葬ってどんなもの？日帰りバスツアー

○4月23日(日)　海洋散骨を見学　～船に乗って横浜をクルージング～

・今年はアロマテラピー講座などさまざまなイベントを開催していきます。
※詳細はお問い合わせください。

団体の紹介
(概要・活動内容)

【どんな活動をしているか】
<これから楽交とは…>
人とのつながりが希薄になった現代社会において、それぞれが抱える問題解決の糸
口として、地域や血縁に限らず同じ価値観でつながる新しいカタチのコミュニティが必
要と考えます。
「逝き方」を見つめることは、「生き方」を見つめることに繋がります。「これから楽交」
は体験講座やセミナー、対話の場を通し「生き方」と「逝き方」を互いに学びあうコ
ミュニティです。それぞれが持つ知識や経験を活かして互いに助け合い、最期のとき
も自分らしくあるために、一緒に学びましょう。

フリガナ マツキ　シュウヘイ

連絡先 電話：042-537-8994 / ＦＡＸ：042-537-8993
E-mail:matsuki352@gmail.com受付担当者 松木　修平

フリガナ マツキ　シュウヘイ 活動人数 男女比 平均年齢
代表者名 松木　修平 3人 1：2 不明

フリガナ コレカラガッコウアットタマ パネル№

団体名 これから楽交(がっこう)＠多摩 ㉞
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実行委員会 名簿 

氏名 所属団体 備考 

石原
イシハラ

 康博
ヤスヒロ

 市民活動センターたちかわ運営委員 委員長 

島村
シマムラ

 豊行
トヨユキ

 たちかわまちの案内人 ボランティアの会 副委員長 

金子
カネコ

 照夫
 テルオ

 民生委員   

鈴木
スズキ

 一
カズ

廣
ヒロ

 立川まちおん   

田中
タナカ

 政邦
マサクニ

 人生を語りあう会   

中村
ナカムラ

 克久
カツヒサ

 在宅ホスピスケア・ボランティアさくら   

廣瀬
ヒロセ

 麻美
アサミ

 自立生活センター・立川   

藤谷
フジタニ

 佐
サ

斗
ト

子
コ

 社会福祉法人恵比寿会 フェローホームズ   

岩谷
イワヤ

 博一
ヒロカズ

 市民活動センターたちかわ運営委員   

江夏
エナツ

 馨
カオル

 市民活動センターたちかわ運営委員   

黒島
クロシマ

 秀和
ヒデカズ

 市民活動センターたちかわ運営委員   

澤田
サワダ

 仁
ヒトシ

 市民活動センターたちかわ運営委員   

宮本
ミヤモト

 直樹
ナオキ

 市民活動センターたちかわ運営委員   

山家
ヤンベ

 利子
トシコ

 市民活動センターたちかわ運営委員   

山本
ヤマモト

 晶子
アキコ

 市民活動センターたちかわ運営委員   

比留間
ヒルマ

 敏郎
トシロウ

 市民活動センターたちかわ 事務局 

小林
コバヤシ

 理哉
ミチヤ

 市民活動センターたちかわ 事務局 

有泉
アリイズミ

 智美
トモミ

 市民活動センターたちかわ 事務局 
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 「待っています！あなたの地域デビューtheパーティー」

は、趣旨に賛同していただいた、市内の企業や団体の皆さ

んからのご支援をいただきながら、実施することができま

した。資金面・広報・資料作成のなど、さまざまな形で支

援をしていただいています。 

akari cafe/有限会社安藤畳店/株式会社いしまさコーポレーション/入船茶屋/ 

株式会社永光/社会福祉法人恵比寿会フェローホームズ/ 

大塚製薬株式会社立川出張所/有限会社恵和ハウス/シミズプランニング/ 

有限会社寿司勝/株式会社立川徽章/立川ドリンクプロジェクト/ 

医療法人社団在和会立川在宅ケアクリニック/立川ワシントンホテル/ 

株式会社朝雅/株式会社テイルウィンドシステム/東京パスポート学院/ 

株式会社トヨタ東京教育センタートヨタドライビングスクール東京/ 

医療法人社団健医会西砂歯科医院/松浦商事株式会社/ 

社会福祉法人幹福祉会ヘルプ協会たちかわ/森谷歯科医院/ 

協賛団体 
(敬称略・５０音順) 

広報協力 
(敬称略・順不同) 

多摩信用金庫・万田商事株式会社オリオン書房 

立川市自治会連合会・リビング多摩・ＮＰＯ法人しらゆり 

立川バス株式会社・立川南口商店街連合会  
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 協賛団体広告ページ 
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 協賛団体広告ページ 

住所 東京都立川市柴崎町3-7-16 

電話 042-548-4111（代表） 

ＵRL http:www.tachikawa-wh.com 

立川ワシントンホテル 

すべてのお客さまへここちよさを 
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協賛団体広告ページ 
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協賛団体広告ページ 
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協賛団体広告ページ 
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協賛団体広告ページ 
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協賛団体広告ページ 
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 協賛団体広告ページ 



49 

 

協賛団体広告ページ 
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協賛団体広告ページ 
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協賛団体広告ページ 
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協賛団体広告ページ 
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協賛団体広告ページ 

運転ボランティア募集！ 
 障害者や高齢者など、移動が困難な方の外出を福祉車両で支援する活動です。 

通院や通所だけでなく、旅行やショッピング、スポーツ観戦など自由気ままな外出

を積極的に支援しています。地域には、私たちのサービスを利用して街に出かけて

みたいと望まれる方がたくさんいます。 

 

私たちは、有償ボランティアとして活動に協力していただける方を募集しています 

 車の運転が好きで、いろいろな人とふれあうことが好きな方歓迎！ 

ヘルプ協会たちかわ 移送事業部 
 

活動内容：福祉車両による障害者・高齢者の外出支援 

資    格：65歳くらいまで。 
       要普通車免許、ハイエース、キャラバンクラスの車両を安全運転できる方。 
       （運転暦3年以上で過去2年以内に重大な事故や違反を犯していない方） 
活動時間：移送サービスの予約状況により日々異なりますが、 

     午前中、特に7：30頃から11：00ぐらいまでできる方歓迎 

研 修 等：福祉有償運送運転者講習・警視庁交通安全教育センター運転講習 

      その他当事業所にて事前に車両等の説明を行います 

問合わせ：立川市錦町3-1-29 サンハイム立川1F 
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 協賛団体広告ページ 
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協賛団体広告ページ 
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協賛団体広告ページ 
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～memo～ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

「待っています！あなたの地域デビューtheパーティー」団体紹介冊子 
発行日：平成 29年 3 月 11 日(土) 

 

 
編 集/社会福祉法人 立川市社会福祉協議会 市民活動センターたちかわ 
 

 
【連絡先】 
〒 190-0013 立川市富士見町 2-36-47総合福祉センター内 

【TEL】042-529-8323     【FAX】042-529-8714 

【E-MAil】shimin@tachikawa-shakyo.jp 

【URL】http://www.tachikawa-shakyo.jp/skct/ 

【開所日・時間】(月～金)8:30～19:00(土曜日)8：30～17：00 

※日曜・祝日はお休み 

       

交通アクセス： 

■JR 立川駅北口より徒歩 15 分、JR 西立川 

駅より徒歩 8 分。北口バス停⑩⑪乗り場、 

富士見町 2 丁目下車徒歩 4 分。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平日は無料シャトルバスが立川駅北口バス 

ロータリー交番前より 

9:50、10:30、 11:10、11:50、13: 10、

13:50、14:30 

に出ています。 

 
 

 

 

 

 


