
義援金の受付を延長しています
中央共同募金会・日本赤十字社ともに義援金は、平成 24年 3月31日まで受付を延

長しています。
■中央共同募金会 http://www.akaihane.or.jp/
■日本赤十字社 http://www.jrc.or.jp/

募金総額  5,050,229円　(11/12現在)

◆義援金を寄附された方々【9/14 ～ 11/12 ／順不同・敬称略】
匿名／セレンスホール立川イベント参加者御一同／立川市社会福祉協議会あいあいス
テーション／立川市社会福祉協議会Caféはぁもにぃ／東京西南安全衛生協力会支部
／立川市社会福祉協議会窓口募金／立川市社会福祉協議会ホームヘルプステーショ
ン／立川市社会福祉協議会市民活動センター窓口募金／立川市柴崎体育会／セレモ
アつくばチャリティーゴルフコンペ／立川市西砂川地区体育会／社協設置の募金箱に
寄附をいただいた方  々 ご協力ありがとうございます。

〔都内避難者支援情報〕
都内に避難されている被災者の方々の支援に役立つホームページをご紹介します。

■厚生労働省
○医療相談に関しては、「東日本大震災・こころのケア」

http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/info0322.html
○ 岩手県、宮城県及び福島県における厚生年金保険料等に関する納期限を指定する
件について（東日本大震災関係）

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001rzso.html
○被災者の皆様へ　雇用促進住宅提供可能戸数一覧（平成 23年 10月12日現在）

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/83b.html
○ 厚生労働省が「休業中の方がボランティアをした場合の失業給付の取扱い」につい
てのリーフレットを作成

http://www.reconstruction.go.jp/topics/2011/10/000176.html
■あしなが育英会　○津波遺児特別一時金の給付額を増額

http://www.ashinaga.org/news/press/entry-403.html
■みちのく未来基金　○「みちのく未来基金」　現在0歳児の遺児が大学院を修了す　
　　　　　　　　　　　るまでの約25年間を想定　 http://michinoku-mirai.org/
■東日本大震災復興対策本部事務局　○被災者の方々に対する都道府県別国家公務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 員宿舎等の提供状況

（平成23年10月12日現在）
http://www.reconstruction.go.jp/topics/syukusya-teikyo.pdf

被災地でのボランティア活動
被災地の復興支援は長期にわたります。そのため、現地の状況に応じてニーズも変わり

ます。以下のホームページなどで、必ず現地の最新情報を確認してから、活動に入るよう
お願いします。
■東京ボランティア・市民活動センター　http://www.tvac.or.jp/
■全国社会福祉協議会「東日本大震災」被災地支援情報
　http://www.shakyo.or.jp/saigai/touhokuzisin.html
■市民活動センターたちかわ　http://www.tachikawa-shakyo.jp/skct/
※市民活動センターたちかわは、本会が運営しています。お気軽にご相談ください。
　☎ 042-529-8323  E-mail: aiaivc@whi.m-net.ne.jp

● 12月1日より、歳末たすけあい運動
が始まります
歳末たすけあい運動は、共同募金運動の一環とし

て、立川市社会福祉協議会（立川社協）が中心とな
り実施しています。

● みなさまからお預かりした歳末たすけあい募金
は、下記のような事業に活用させていただきます

　　・法律相談などの専門相談事業
　　・機関誌『あいあい通信』の発行
　　・障害者スポーツ大会開催経費など

●募金期間は
　平成23年12月1日～12月31日です
　※ ただし、年末業務の都合により、お取扱いは12月28日までとさせてい

ただきます

●問い合わせ先
　立川市社会福祉協議会　総務係　☎042-529-8300

立川市社会福祉協議会の取り組み　【11/12現在】
本会では、この度の震災に対して、被災地への職員派遣をはじめ、社協ならではのネット

ワークを活かし、被災された方々への支援に取り組んでいます。
○被災地への職員派遣
東京都社会福祉協議会を通じ、被災地に職員を派遣しました
 3月 29日 ～ 4月 3日 : 福島県・相馬市災害ボランティア・センターの活動支援（1名）
 4月 10日 ～ 4月 14日 : 福島県・相馬市災害ボランティア・センターの活動支援（1名）
 4月 25日 ～ 4月 29日 : 福島県いわき市での生活福祉資金貸付相談（1名）
 4月 30日 ～ 5月 5日 :  福島県郡山市等で避難所生活支援ボランティア・センターの活

動支援（1名）
 5月 11日 ～ 5月 17日 : 宮城県東松島市で都民ボランティアの活動支援（1名）
 6月 5日 ～ 6月 11日 : 福島県・相馬市災害ボランティアセンターでの活動支援（1名）
 7月 23日 ～ 7月 28日 : 福島県・相馬市災害ボランティア・センターの活動支援（1名）
 10月 24日 ～ 10月 31日 :  福島県・川内村で生活支援ボランティア・センターの活動支援

（1名）
 10月 31日 ～ 11月 7日 :  福島県・川内村で生活支援ボランティア・センターの活動支援

（1名）
○生活福祉資金緊急小口資金【特例貸付】貸付　　12件（11/12現在）
○立川市内に避難されてきた方々のための支援活動
・ 立川市内の公営住宅に避難してきた被災者の入居説明会に、立川市福祉総務課と連携
して参加。
①緊急小口資金の貸付案内
②介護保険等相談先である地域包括支援センターの紹介
③ ボランティアや地域での困りごとに関する市民活動センター立川及び地域福祉コーディ
ネーターの紹介

・被災者が多く居住する大山団地自治会の支援活動に、地域福祉コーディネーターが協力。
○生活復興支援資金貸付相談
○避難者の孤立化防止事業で担当者が、訪問相談および情報提供開始、活動中。

　東日本大震災支援情報
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ああいいああいい通信
誰もが安心して楽しく幸せに暮らせる

まちの実現を目指して

発　行 ： 社会福祉法人
 立川市社会福祉協議会
〒190-0013 立川市富士見町 2-36-47

電話 ： 042-529-8300
FAX ： 042-529-8714

11 冬号
（12月1日発行）

Vol.100

歳末たすけあい運動にご協力をお願いいたします



ここでは社協の活動をより具体的にお伝えしていきます。
よりHOTで、しかもほっとする、現在進行形の耳より情報をいち早くお届けします !

地域福祉コーディネーターだより地域福祉コーディネーターだより 地域福祉コーディネーターは住民のみなさんと一緒に「孤立のないまち」を 
目指して地域福祉活動をすすめます。市内2地区に専任職員を置いています。

●情報をお寄せください!★みなさまからのご意見・掲載情報をお待ちしています。詳しくは電話またはメールにてご連絡ください●

市民活動センターたちかわ ☎ 042-529-8323 ／ Fax.042-529-8714 ／ *aiaivc@whi.m-net.ne.jp
 URL：http://www.tachikawa-shakyo.jp/skct/
 ※（月）～（金）8 :30～19 :00  ／（土）8 :30～17 :00  ／（日）・（祝）はお休み

■上記の記事に関するお問合せは・・・
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●社長さんの社会貢献という熱い思いが。。。。。
今回は、読売センター立川北部をおたずねして、店長の沼

田さんにお話をうかがいました。
市民活動センターが毎月発行している「市民活動センター

通信」を2003年から8年もの長い間、新聞に折り込んで、無
償にて配布されています。配布を引き受けるきっかけは、
2003年当時立川で開催されていた木下サーカスの協賛をし
ていた読売新聞が、木下サーカスで出演していた動物のぬい
ぐるみを作成。そのぬいぐるみを年末にクリスマスプレゼ
ントの寄附として、届けた社会福祉協議会の窓口で配布の協
力を依頼されて、即決されたのが始まりでした。
「市民活動センター通信」のほかにも、最近は市内の新聞販
売所7店と協力して、立川市商店街振興組合連合会のチラシ
も同様に、折り込み協力
されています。
販売店を経営している

大山社長は、昭島や埼玉
の地域でそれぞれ1か所
ずつ、三つの地域の新聞
販売店を経営しておら
れ、それぞれの地域でさ
さやかでも協力すること
で、地域との絆が育まれ
て、この町にこの新聞販
売店があってよかったと思われることが、ひいては事業の発
展にもつながると考えておられていると、沼田さんが話して
下さいました。

●読者の方々からも色々な声がとどいている。。。。
読売センター立川北部独自で、毎月『ご近所かわら版「わい

わい　タウンパレット」』という情報誌を発行し、街の話題
や読者からの投稿、配達スタッフが配達を通して気がついた
情報など、身近な話題を掲載して読者からよろこばれている
とうかがいました。

配達・集金・営業な
どを行うスタッフは、必
ず規定のユニフォーム
を着用してお客様に接
しており、訪問する時間
帯を配慮したり、高齢の
お客様には一言声をか
けたり、新聞や郵便物の
溜まり具合などの見守
りをこころがけている
そうです。毎日配達さ
れるものと言えば郵便
物と新聞、配達先の郵便
受けが新聞や郵便物で
いっぱいになっている
お宅は、警察に相談され
たりしているそうです。
読者の方から配達地

域の担当者指名で電話
がかかることがよくあ
り、たまに苦情もいただ
きますが、お礼やらおほ
めの言葉があったとき
は、何よりうれしいと
おっしゃっていました。
紙を折る機械の音と

インクのにおいが漂う
職場で、お忙しい沼田さ
んは常に笑顔で、これからもささやかですが、自分たちでで
きる地域貢献をやってゆきたいと話しておられました。

（岡野尚一）

「ひととひとをつなぐ活字の力」
～読売センター立川北部～

〒190-0011 　立川市高松町２－２５－３２
読売センター立川北部

栄町・若葉町

・若葉町団地見守り懇談会の開催・参加 
・栄町お食事会の開催支援 
・防災頭巾つくりの開催支援 
・けやき台団地で家具の転倒防止講習会開催支援 
・栄町応急給水訓練での参加 
などの活動支援をしています。

栄町・若葉町
地域福祉コーディネーター　連絡先　担当 : 早川
☎042-537-7147  FAX:042-537-7157
*aiaico@whi.m-net.ne.jp
立川市若葉町3-45-2
北部東わかば地域包括支援センター内

上砂町・一番町・西砂町
・ 松中小学校で開催された防災訓練&避難所運営シュミレー
ションの参加 

・誰もが暮らしやすい立川を考える地域懇談会の開催 
・大山団地自治会避難者の方のためのお茶飲みサロンの参加 
などなど地域で活動しています。

上砂町・一番町・西砂町 
地域福祉コーディネーター　連絡先　担当 : 枝村
☎042-534-9501  FAX:042-534-9502
*edatamae@blu.m-net.ne.jp
立川市上砂町5-7-4
北部西かみすな地域包括支援センター内



あいあい通信Ｑ＆Ａ

あいあい通信に携わった方々

～ これからも『あいあい通信』をよろしくお願いします！ ～

3

私の人生を変えた「あいあい通信」
立川市社会福祉協議会の広報紙「あいあい通信」が創刊100号を迎えられたことを、

心よりお祝い申し上げます。
私が「あいあい通信」の編集に関わったのは、1998年・夏（vol.37）～2006年・夏

（vol.73）です。それまでいろいろな地域活動に携わっていましたが、「あいあい通信」は
私の人生を変えたボランティアでした。
何がそれほど衝撃的だったのかと言えば、ハンディを負った人たちとの出会いでした。身

体の内・外に、視覚、聴覚、言語に“不自由”なはずの彼ら・彼女らは、それらのハンディ
をものともせず、積極的に、そして快活に生活をしているのです。その“自由”で前向きな生
き方に、覚醒させられたのです。

翻って私、“健常”な我が身に感謝もせず、いろいろとボランティアをしているといっても、
自ら手を挙げて関わったものなど一つもなく、自分の老い先に夢も希望もなく、世の中を冷めた眼で見つめていました。
　「あいあい通信」の編集に携わって学んだことは、地域への人々への思いやりの心です。そして、老い先に夢と

希望が湧いたわけではありませんが、もう少し意志的に生きようとギヤを入れ替えました。編集を“解雇”されて5年。
私の地域への人々への思いやりの熱い想いは、まだ衰えておりません。「嘘をつけ !」という冷ややかな声が、あちこ
ちから聞こえてきますが……。

平成元年に始まった立川社協の広報誌『あいあい通信』は、今号で第１００号を迎えることができました。たくさんの方々に
支えられ、地域とともに歩んできた『あいあい通信』。ここではこれまでの２３年間を振り返ってみます。

 Q 『あいあい通信』の名前の由来は？
 A  『ふれあい』『ささえあい』の輪が地域で

広がるように“あい”を込めて名付けられ
ました。

あいあい通信 100号100号が を迎えました

 Q 『あいあい通信』は誰がつくっているの？
 A  市民も参加する『編集委員会』で企画し、作成しています。地域のいろいろな情報

とアイデアを出し合って魅力ある紙面づくりを日々目指しています。
 Q  『あいあい通信』の財源はどこから来ているの？
 A  みなさまからいただいた会費や、歳末たすけあい募金等を使用しています。地域のみ

なさまから頂いた善意を、地域のみなさまに広報誌として還元させていただいてます。

これまでの「社協だより」をリニューアル
し、「あいあい通信」として新たに発行し
たのが、1989年7月1日のこと。当時
はB5版8ページという内容・形式で年
4回発行していました。

現編集員のみなさ
ん。地域にアンテナを
張り巡らし、ホットな情報
を日々キャッチ中！
これからもよろしくお

願いします。
左から竹内英子さん、山本晶子さん、岡野尚一さん。

『地域の方々に笑顔を届けられたら』との想いで作
成された、つるし雛（大サイズ）とお正月飾り（小サイ
ズ）を、市民の方からご寄付いただきました。無病息
災、良縁の願いが込められていることからも、あいあ
い通信100号記念として、合計3名様にプレゼント
させていただきたいと思います。応募方法はハガキか
メールに住所・氏名・電話番号・つるし雛かお正月
飾りの希望商品（いづれかひとつ）をご記入の上、立
川社協事務局『吊るし雛・お正月飾りプレゼント』係
までご応募ください。応募者多数の場合は抽選とさせ
ていただきます（発表は賞品の発送をもってかえさせ
ていただきます）。締切は12月15日（当日消印有効）
●応募先 : 〒190-0013

  立川市富士見町2-36-47
  立川市社会福祉協議会　あて
●メール : aiaics@whi.m-net.ne.jp

1997年秋号（Vol.34）より、B5版か
らA4版へリニューアル。内容はそのま
まに、見やすく大きな紙面へと変化しま
した。

2003年から年4回発行から年5回発
行に拡大。春号と夏号の間に“初夏
号"が新たに加わりました。

2008年初夏号（Vol.82）からはA4版
からタブロイド版へと移行。また白黒印
刷から、2色印刷に変更し、紙面の拡
大と更なる充実を図りました。

20
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89

19
97

『100号創刊、おめでとうございます』
あいあい通信100号発刊、誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。
古いファイルを開いてみました。私も03年春「元気人コーナー」に、「町のボランティ

ア屋さん」というタイトルで、自作の似顔絵付きで紹介していただき、気が付いたらこの
欄の似顔絵の制作担当に・・。以来、社協から送られてくる登場者の写真を食い入るよ
うに眺め、添付の資料を熟読すると、その方の人生が垣間見え、元気をいただきました。
しかしアイデアは「生みの苦しみ」で、毎回苦闘。たとえボランティア作業であっても、

すべての作品は私の分身のつもりですので、不出来では納得ができません。ですからモ
デルの方から、電話などでお礼を言われた時など、とても嬉しかったですね。
私の身辺も、イラスト作業が増えてきたこともあり、昨年12月まででこの作業の卒業を

申し出ました。でも似顔絵の本人がマスコミなどで話題になっているお姿を拝見した時、
顔見知りみたいな気がして、手を振ってみたくなります。

★長年、あいあい通信の編集に携わってくださった伊藤眞人さん（元編集委員長）

イラスト：浅見照美さん

★元気人がきっかけで似顔絵を手掛けてくださった浅見照美さん（元気人 元似顔絵担当）

現在のあいあい通信を
つくっているのは…

あいあい通信23年間の歴史

『そっか、似顔絵の人だった…』



廃材を利用したユニークな家具やオ
ブジェのジャンクアート作家、田中梅夫
さんを「現代塵（いまじんアート）」作品
展示会場の市役所ロビーにたずねまし
た。
ロビーを入ると目を引く一角がありまし

た。入口に田中さんのメッセージを伝え
る作品がたくさん並んでいて、どれも触
りたくなる、じーっと見詰めていたい、空
間を大事に作品が置かれていました。
田中さんの第一声は、「僕なんかでい

いんですか?」と…。
●アート作製の傍らで
「福祉とは?」「福祉用具の定義っ

て?」と話している横に、使わなくなった
ゴルフクラブを利用した、使いやすそう
な杖が目に入る。たまがわみらいパーク
内でみらい工房と題して、杖を地域の
人達と一緒に作成している。「普通皆さ
んが使っている杖は、福祉用具ではな
いんですよ。福祉や福祉用具にも、そ
れぞれ定義があり所管が違う。」と、な
んでそんなに詳しいのか不思議と思って
いると、実は埼玉県にある介護老人保
健施設の理事もされているという。田中

さんが理事を務められている施設は、平
成12年に開所された施設。そこの職員
を見ていると、「介護のプロではあるが
笑顔がない、人とのコミュニケーション
を取るのが下手な職員がいる。」と。しか
し、自分が作成したベンチを入所の方
が利用したところで、職員との会話が生
まれたりする。「多摩川の近くに住んで
いるが、多摩川縁にはベンチが一つも
ないのを知ってますか。ないんですよ。」
等々、嘘のような本当の話をまとめて本
を書き、出版したいと思っているという。
大変意欲的で着目点が、多岐にわたっ
ています。

●昨今の移り変わり
生まれは山梨県。小学5年時に立

川へ移り住み、第四小学校、立川第
一中学校の卒業生。中学3年の時に
は、東京オリンピックがあり、ビートルズ
が来日し、立川には立川温泉があった
時代であり、立川基地が学校の近くで、
授業中でもよく飛行機が飛んでいた。
当時、映画が30円で見られて50円で
ラーメンが食べられ、100円でお釣りが
きた時代は、元気な立川であったと話し

てくれました。偉大な立川を見て育った
田中さん曰く「今の子ども達に話を聞く
と、便利な世の中にはなったが、子ども
達にとっては生きづらい世の中。思いや
りがない、今はすべてマニュアル化され
数字で動いている。自分自身いい年に
なったけれど、初めて会う人がどういう人
なのか想像できない、第六感が働かな
い時代になっている。小さい頃の積み
重ね、知識と知恵は違います。経験し
なければわからないし、世の中から教え
てもらうことは、たくさんある。」と話は続
く。
●創作活動の源は
自動車整備工場を経営し、ダイビン

グのインストラクターをしていた田中さ
ん。作品に昆虫や魚などの生き物の
作品も多い。ダイビングのインストラク
ターで海に潜っては、伊豆半島に生息
している死滅回遊魚の「クマノミ」が、
台風で運ばれてきて限界まで生き、やが
て死んでいく様子を見たり、最近は昆虫
採集する子どもがいなくなったと嘆く田
中さんは、学校の授業をさぼって近くの
河原で虫取りをして観察していた経験
が、作品に生かされているという。自動
車整備をしている経験でいえば、修理
すれば使えるものでも、交換した方がコ
ストも安く、仕上がりも早い。そんな部
品がゴミとなってしまうのは、廃棄するに
もお金がかかるので、作品に使えるので
はないかと作ったのが始まり。自転車の
パンクを3～4回修理すると、新しい自

転車が買えてしまう現代は、価格の適
正化が必要だと言われる。修理の仕事
は、なんで壊れるのか、どうしてこうなっ
たのかを見つける仕事でもあるという。
何事にも疑問からはじめるのが、創作
の源のようだ。作品を作っている間は、
1％が批判的に思える作品であっても
99％は良い作品だと思え、いよいよ出
来上がる前になると、逆に99％が批判
的に思えてきて、どこからスイッチが切り
かわるのか不思議であるという。多くの
作品は堅い材料を使ってのもの。田中
さん自身は、しなやかさと柔軟性をもつ
自由人。田中さんの作品は、たまがわみ
らいパークでも第1、第3日曜日に常設
展示されており、地域の人たちと作品を
通して、つながっているようです。また、
地域の人達と一緒に作成している杖
に興味がありましたら、「たまがわみらい
パーク」（電話042-848-4657たまが
わみらいパーク企画運営委員会）まで
問い合わせしてみてください。

地域の活力は老人力という田中さん。
これからも夢のある楽しい作品を見れる
ことを期待しつつ、元気な人は、好奇
心をエネルギーにかえ、自分でやってみ
て楽しむことを知っている人かなと、気
持ちがあたたかくなりました。帰り際に作
品を見に来られた方が、田中さんの顔を
見て笑顔になり、帰られたのが印象的で
した。

（竹内英子）

NEW
FACE
NEW
FACE

進藤　祐貴子（シンドウ　ユキコ）
◆地域あんしんセンター係
10月より地域あんしんセンターに勤め

ることになりました、進藤と申します。ま
だまだ至らない点も多いと思いますが、
1つひとつの事に真摯に取り組み、より
よい地域づくりのために頑張っていきた
いと思います。よろしくお願い致します。新しい職員が入職しました
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元気 人
田中梅夫さん ● 富士見町

ふれあいミュージックフェスティバル2011
開催のお知らせ

現代塵アート
（いまじんアート）

ふれあいミュージックフェスティバルは、障害のある方や小さなお
子さん連れの方でも、誰もが一緒に楽しむことのできるコンサートで
す。東京ガス㈱の特別協賛をいただき、今回で19回目を迎えます。
毎年1 ,100名以上の来場者があり、好評をいただいています。
今年は、『クリスマス名曲集』ということで、「サンタが街にやって

くる」や「きよしこの夜」など、クリスマスの曲を、40名以上の規模
で構成される国立音楽大学くにたちウィンズのみなさんによりお届け
します。
ご家族やお友だちとクリスマス気分を味わいに、ぜひお越し下さい。

日 時： 平成23年12月24日（土）
 14：00～16：00（開場13：15）
場 所： 国立音楽大学　講堂大ホール（立川市柏町5-5-1）
参加費： 無料（要整理券）
申込み： 電話・FAX・E-mail のいずれか。氏名・住所・電話番号・

希望枚数をお知らせください。2週間程度で入場整理券を
郵送いたします。なお、定員になり次第締切らせていただき
ます。

 市民活動センターたちかわ
 ☎042-529-8323／FAX：042-548-1724
 * aiaivc@whi.m-net.ne.jp

　親に育まれ・学校で学んだ「第一の人生」、社会と家族のた
めに仕事・子育てに励んだ「第二の人生」、そして…“自分の
ため”“世のため”に、豊富な“埋蔵時間”を自由な意思で使える
「第三の人生」が到来! この人生の“第三ステージ”に託され
た豊かな価値と意味を発見するチャンスです。

「第三の人生を生き生きと　～“縁・熟期”を楽しむヒント～」

日 時： 平成24年1月14日（土）　14:00～16:30
場 所： 西砂学習館2階　第1会議室（立川市西砂町6-12-10）
講 師： 大村洋永さん/至誠ホーム副ホーム長・至誠ホームスオミ園長
申込み： 北部西かみすな地域包括支援センター
 ☎042-536-9910／FAX：042-536-9953
共 催： 立川市社会福祉協議会　上砂町・一番町・西砂町地域福祉コー

ディネーター、北部西かみすな地域包括支援センター
その他： 手話通訳をご希望の方は、1月5日（木）までにご連絡ください。



日付 氏名・名称 住所 金額
9/8 社団法人　日本プロゴルフ協会 港 区 500,000
20 五十嵐　栄治 錦 町 100,000
26 第4地区民生・児童委員協議会 1,235
27 第5地区民生・児童委員協議会 1,049
27 太極拳　紫陽花の会 5,000

日付 氏名・名称 住所 金額
29 第6地区民生・児童委員協議会 715
10/3 磯野　俊雄 柴崎町 8,547
4 青山　さおり 幸 町 10,000
5 石川　孝子 富士見町 5,000
14 セレモアつくばチャリティコンペ 200,000

日付 氏名・名称 住所 金額
26 第6地区民生・児童委員協議会 1,535
27 竹本　竹一 富士見町 10,000
28 第5地区民生・児童委員協議会 1,106
28 第1地区民生・児童委員協議会 668
29 曙ゴルフ会 41,645

団体・企業名
立川市明るい社会をつくる会 医療法人社団築真会つづきクリニック こじか園 (福)至誠学舎立川　ワークセンターまことくらぶ
時事通信社立川支局 いろりん ㈱クスミエステート (有)コヤマデンキ商会
アサヒカルピスビバレッジ株式会社 ㈱多摩健康企画 (福)至誠学舎立川　至誠学園 立川親と子のよい映画をみる会

5

地区 自治会名 募金額
富士見 富一東協和会 51,100

東親会 32,100
富士見町二丁目自治会 85,400
上富士町会 51,200
東親和会 42,500
富士見町４丁目西町会 40,000
富士見会 55,300
富士見町五の南町会 58,363
喜多町会 43,500
親生会 20,000
立桜会 23,100
富士見町住宅自治会 19,000

柴崎 しばさき会 57,800
柴一八幡会 45,300
柴一協和会 97,000
柴二東部会 25,500
柴富士会 10,000
柴二中和会 10,000
柴二南明会 50,100
柴二共生会 58,000
南親会 38,100
柴三北町会 15,000
柴四東親和会 106,500
柴西会 101,600

錦 錦東会 68,500
錦西協力会 10,000
錦東和会 5,000
錦和会 31,800
錦みよし会 20,000
錦町五丁目親和会 87,900
錦六会 94,200

羽衣 羽衣町1丁目第2アパート自治会 7,150
羽衣本町会 175,050
東羽衣会 64,200
羽衣町二丁目北町会 96,942
羽衣町住宅管理組合自治会 16,500
羽衣町みのわ会 116,180
羽衣第3アパート自治会 10,000

曙 曙一東自治会 32,200
曙町一丁目西町会 62,900
曙一南自治会 72,550
曙町二丁目東和会 31,900

地区 自治会名 募金額
曙 曙町二丁目西町会 48,000

曙二南町会 35,400
曙三東町会 30,000
曙町三丁目西和会 15,000
曙町三丁目仲和会 80,581
曙町三丁目アパート自治会 26,400
ペルシャトウ立川自治会 5,000

高松 高松町松友会 5,000
高松町一丁目協力会 101,100
高松町東友会 77,600
高松町二丁目仲和会 30,000
高松町南自治会 70,450
高松町三丁目松栄会 31,800
共栄会 32,800

栄 睦会自治会 5,000
第二団地自治会 15,000
日の出自治会 20,000
南砂川自治会 20,000
南栄会自治会 5,000
南部自治会 89,900
都営栄町5丁目アパート自治会 5,000
江の島道東住宅自治会 36,000
東栄会自治会 20,000
中砂自治会 26,700
江の島自治会 5,000
親栄自治会 3,400
市営江の島住宅自治会 7,600
プライムガーデン国立自治会 2,500

若葉 けやき台団地自治会 5,000
ときわ会 3,000
東会 3,000
十番組自治会 5,000
緑ヶ岡ハイツ自治会 5,000
若草会 3,000
太陽会 5,000
かしの実自治会 3,200
旭自治会 2,400
はなみずき会 4,000

幸 幸町2丁目都営アパート自治会 12,900
九番組自治会 85,200
すずかけ第3自治会 5,000
西けやき台団地自治会 20,000

地区 自治会名 募金額
幸 都営幸町第4自治会 4,200

幸友会 12,000
幸町六丁目自治会 25,000
都営立川幸町2丁目第6アパート 
自治会 1,000

柏 柏町六番組自治会 47,455
こぶし自治会 10,000
都営柏町自治会 12,950
都営柏町第二自治会 10,000
青柳自治会 5,000
五番組自治会 15,000
双葉自治会 3,000
みどり自治会 5,000
新青柳会 6,000
あざみ苑自治会 5,000
九重会 6,900
玉川上水さかえ野自治会 10,000
上水ニュータウン自治会 10,000
西部住宅自治会 7,400
砂7七夕会 500
トミンハイム立川泉町自治会 10,000

砂川 四番組自治会 3,000
三番組自治会 156,070
大山自治会 56,100
昭和の森町会 10,000
ハイホーム立川一番町自治会 1,660

西砂 天王橋自治会 42,300
レクセルガーデン武蔵砂川自治会 5,000
希望ヶ丘自治会 5,000
殿ヶ谷組自治会 18,800
諏訪の杜自治会 8,500
都営松中団地自治会 34,400

自治会合計 3,698,601

ご加入いただき、ありがとうございます。 （平成 23年 9月 13 日～平成 23年 11 月 12 日現在）

平成23年度　立川市社会福祉協議会団体会員一覧

言葉にかえて（寄付者名簿）
平成23年9月1日～10月31日　総額 886,500円（敬称略）

（平成 23年 9月 13 日 ~平成 23年 11 月 12 日）

（平成 23年 11 月 12 日現在）

総合計 地区募金 3,698,601 円 + 一般募金 124,618 円 = 3,823,219 円

平成23年度　赤い羽根共同募金　自治会別集計一覧
ご協力いただき、ありがとうございます。

自治会名 準 正 賛 特 団 合計数 会費額
富士見町多摩川団地自治会 18 8 26 17,000
レガリア会 2 4 6 5,000
柴三北町会 28 3 31 17,000
錦町五丁目親和会(追加) 7 2 9 5,500
羽衣町住宅管理組合自治会(追加) 2 1 3 2,000
羽衣町三丁目自治会 45 6 51 28,500

自治会名 準 正 賛 特 団 合計数 会費額
けやき台団地自治会 93 10 1 104 59,500
十番組自治会 31 18 1 50 36,500
青柳自治会 1 1 5,000
立川柏町住宅団地管理組合法人協議会 15 2 17 9,500
大山自治会 10 3 13 8,000
砂7七夕会 1 1 500

寄付者名 募金額
一般 匿名 500

匿名 500
立川市役所職員 102,071
立川市社会福祉協議会 15,925
市役所募金箱 781
社会福祉協議会募金箱 4,841

合計 124,618

平成23年度　立川市社会福祉協議会会員・会費 自治会別一覧（追加分）
ご協力いただき、ありがとうございます。

会計内訳 : 準会員 0名  正会員 252 名  賛助会員 57名  特別会員 3名  団体会員 0団体  合計金額 :194,000 円
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ボランティアしてみたい人求めています!
和太鼓『趣』が、被災した人たちの為に何かできないかとチャリティ演奏

会を企画しました。
そのイベントで、会場案内や受付を行うボランティアスタッフを募集します。

このボランティアに参加することは、『趣』の活動と被災さ
れた人たちを応援することにつながります。
ボランティア活動に興味はあるけれど、踏み出すきっかけが

ないという人。楽しいイベントを通じて新たな一歩を踏み出して
みませんか。

 日 時： 平成24年1月8日（日）　12:30～17:30（予定）
  ※コンサートは14:00～16:00
 内 容： 受付・会場案内・記録など
 場 所： 市民会館　小ホール　（立川市錦町3-3-20）
 集合場所：  市民会館1階ロビー
 定 員： 20名
 申 込 み： 立川市社会福祉協議会　市民活動センターたちかわ
  ☎ 042-529-8323／Fax：042-548-1724（丸山・田中）

情報コーナーは、市民活動やボランティア活動に関するイベント等の情報を掲載しています。掲載されている情報に関しては直接団体へお問合 
せください。また、このコーナーへ掲載する情報も随時募集しています。掲載ご希望の方は市民活動センターたちかわまでご連絡ください。

報 コ ー ナ ー情

市民活動センターたちかわ通信

市民活動センターたちかわからのお知らせ市民活動センターたちかわからのお知らせ市民活動センターたちかわからのお知らせ市民活動センターたちかわからのお知らせ

■小学生対象!カラダを守る親子体操　～効果的なアドバイスで体育が得意に!～

跳び箱・鉄棒・マット運動・長縄など、
家族みんなでカラダを守るバランス感覚
や、効果的な基礎のアドバイスを楽しく
教わることができます。家族で過ごす休日
の一時♪
パパ、ママたちの運動不足も解消しま

せんか ?小学生と、その兄弟姉妹（年齢
制限なし）、保護者（パパ、ママ、おじい
ちゃん、おばあちゃん）家族みんなでの参加を歓迎します。
 日 時： 平成24年1月29日（日）　  9:40開場・受付
   3月 4日（日）　14:10開場・受付
 場 所： 西砂学習館（立川市西砂町6-12-10）
 参加費： 1家族1,000円
 服装・持ち物：  動きやすい服装、飲み物と乾拭き用ぞうきん、縄跳びの縄、親

子とも名札をテープなどでつけてきてください。
 申込み： 親子で学ぶサークル「ハーモニー」（市原さん）
  * oyako_de_manabu@yahoo.co.jp

※ 件名 :「親子体育の申込み」とし、親子の氏名・ふりがな・年齢・
性別・電話番号を明記して、メールでお問い合わせください。

■至誠学園開設60周年　ウインターバザー

子どもたちの大学進学のための準備
資金や、育英資金を目的としてバザーを
開催いたします。当日は、物品販売・模
擬店、ゲームコーナー・福引・マッサー
ジコーナーや喫茶店などを行います。ま
た、地域の皆様に、児童養護施設の活
動をより理解していただくための学園紹介
コーナー、子育て相談コーナーも設けて
おります。至誠学園の活動へのご支援を
お願いするとともに、皆様が楽しい一日を
お過ごししていただけたらと思います。

 日　時： 平成23年12月4日（日）　10:00～14:00　雨天決行
 場　所：  児童養護施設　至誠学園・至誠大地の家　園庭　　　　　　　

　（立川市錦町6-26-15）
 参加費： 無料
 申込み： 児童養護施設　至誠学園・至誠大地の家（木山さん・兎

と ざ わ

澤さん）
  ☎042-524-2601／Fax:042-524-2367

■みんなの展示場　中村洋久絵画館からのお知らせ

［柴崎］（立川市柴崎町2-21-17）
○仲間の輪を広げる「絵手紙展」
絵手紙同好会メンバー17名が1年間描いた「絵に言葉を添えた」作品と、平成24

年の年賀状用の作品を含んだ大小約60点以上を展示。
 日　時：  平成23年12月3日（土）～24日 （土）　 10:00～16:00　　　

土日祝日開催

［錦町］（立川市錦町5-17-9）
○アトリエとして開放
平成23年11月から、いつでも利用

可能の「アトリエ」として開放します。
特に油絵などを描く方々のために開

放しました。例えば、自宅で油絵を描
くと「臭い、片付かない」などの苦情、
グループで描く場所が確保できない、
グループに属していたが絵具を持ち帰
るのが大変と考えている個人、団体に
開放します。
使用料は低料金です。ご希望の方はお問い合わせください。

 申込み： みんなの展示場　中村洋久絵画館
  ☎&Fax:042-524-4702／*h-naka77@zat.att.ne.jp

■東京賢治の学校　12年生卒業オイリュトミー公演　「闇との戦い」

「悪」や「闇」は一体どこからくるのか ?そして、なぜ彼らは存在するのか ?私たちは
そこから何を学ぶのか ?これらの問いを深いところで響かせながら、現代人の内面の葛
藤をオイリュトミーという運動芸術で、激しく強く表現します。
オイリュトミーとは、言語や音楽の持っている響きや法則を表現することで、人間の

中にある奥深い生命の源泉に近づき、活力を与えることの出来る運動芸術です。

 日 時：  平成23年12月3日（土）　 
開場18:00　開演18:30～20:30（休憩含む）

 場 所： 七生公会堂（東京都日野市三沢3-50-1）
 対 象： 12歳以上（小6以上）
 参加費： 無料
 申込み： NPO法人東京賢治の学校　自由ヴァルドルフシューレ
  ☎042-523-7112
  URL:http://www.tokyokenji-steiner.jp

イベント・講習・講座

第30回おもしろボランティア大学 ボランティア入門講座

東日本大震災チャリティー演奏交流会
スタッフボランティア大募集

連
絡
先

掲載記事に関するお問合せは･･･
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
〒190-0013　立川市富士見町2-36-47
☎042-529-8323／Fax:042-548-1724
* aiaivc@whi.m-net.ne.jp
U R L：http://www.tachikawa-shakyo.jp/skct/

　開所日 ：（月）～（金） 8:30～19:00／（土） 8:30～17:00
　　　　　日・祝日はお休みです
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■楽々バンド体操（心も身体もしなやかに）

アルファ波音楽に合わせ、腹式呼吸をしながらバンドを使って全身の筋肉をほぐして
いく楽々エクササイズ。腰痛・肩こり・ストレス解消・更年期の様 な々症状の緩和は
もちろんシェイプアップ効果もバッチリ !

 日 時：  金曜日2回、土曜日2回の月4回　※会館の予約が取れた日に開催
  時間は18:30～20:15/20:15～22:00
 場 所：  若葉会館（立川市若葉町3-34-1）
 参加費： 入会費1,500円（バンド代）　会費月3,000円
 申込み： エムズスタイル（川西さん）
  ☎090-2554-0179

■ホームヘルパー2級養成講座　受講生募集

NPO法人ケア・センターやわらぎでは、来年1月開講の受講生を募集しています。
資格をとって介護のプロを目指しませんか ?

［講義］
 日 時：  平成24年1月10日（火）～2月18日（土）の
  火・木・土（概ね9:00～16:00）
 場 所：  NPO法人ケア・センターやわらぎ研修センター
  （立川市錦町3-1-3）
［実習］
 期 間：  平成24年2月20日（月）～3月13日（火）

の6日間
 場 所：  立川市内及び近隣市の当法人事業所にて

※ 修了式を平成24年3月17日（土）に行
います。

 費 用：  56,800円（テキスト代含む）
 申込み： 最寄りの事業所で申込み用紙に記入の上、ご提出ください。
 締切り：  平成24年1月4日（水）　正午まで
 問合せ： NPO法人ケア・センターやわらぎ
  ☎042-523-3552

ひと・モノ・募集

■第5回　武蔵野開拓の原点を訪ねて

NPO法人立川教育振興会が瑞穂町郷土資料館・野山北・六道山公園・武蔵村
山市立歴史民俗資料館周辺で多摩の歴史、自然散策をします。

 日 時：  平成23年12月16日（金） 
立川駅北口バスターミナル上に集合9:30 
※9:40発のバスに乗車します

 場 所：  瑞穂町郷土資料館・野山北・六道山公園・武蔵村山市立歴史民
俗資料館

 講 師： 豊泉喜一さん（NPO法人立川教育振興会　顧問）
 参加費： 300円
 申込み： NPO法人立川教育振興会（清原さん）
  ☎080-6688-3132

■和太鼓「趣」東日本大震災チャリティーコンサート

チャリティーコンサートとして被災地に義援金を送
り、一般市民も含め東日本大震災で避難している被
災者と、和太鼓による交流を行います。
伝統的な和太鼓の魅力を多くの人に知ってもら

い、自主公演を通して私たち和太鼓「趣」のボラン
ティア及び青少年健全育成活動を知ってもらいたい
と思います。

 日 時：  平成24年1月8日（日）　14:00～16:00（予定）
 場 所： 立川市市民会館　小ホール（立川市錦町3-3-20）
 参加費： 無料
 申込み： 和太鼓「趣」事務局（奥住さん）
  ☎042-538-7015／☎090-2544-3993／*ctp@inv.co.jp

■ベビーボンディング

赤ちゃんにオイルマッサージをしてあげながら親子の絆を深めましょう。助産師である
講師の河房子さんのお話しも親子を暖かく包みます。

 日 時：  平成24年1月31日（火）　10:30～12:00
 場 所：  たまがわ・みらいパーク内「子育てひろば」 

（立川市富士見町6-46-1）
 参加費： 200円（オイル代）
 持ち物： バスタオル
 対 象： 参加時に3～5ヵ月の乳児
 定 員： 12名
 申込み： 子育て支援ボランティア　ミニトマの木（谷さん）
  ☎042-536-0304
  ※受付開始 :平成24年1月12日（木）から

■☆まだ間に合う?PCで年賀状☆　無料パソコン相談会

「パソコンで年賀状を作りたい」「デジカメ写真を入れた
い」など、ベテランのパソコンボランティアがなんでも無料
でお答えします。予約は不要です。
※ノートパソコンはご持参ください。また、壊れたパソコ

ンの修理は行いません。

 日 時：  毎月第2・第4土曜日　14:00～16:00
 会 場：  立川市総合福祉センター　　　　　　

（立川市富士見町2-36-47）
 問合せ： たちかわパソコン倶楽部（岩間さん）
  ☎090-1260-9068　※午前中不可

■立川市の条例学習会のご案内

立川市政の基本理念・原則や基本的仕組み・運営について定める「自治基本条
例」の制定に向けて学習会（意見交換会）を開催します。（参加自由）

 日 時：  平成24年1月16日（月） 「立川市にはどのような条例があるか」
  平成24年1月24日（火） 「自治基本条例にはどのようなことを定めるのか」
  平成24年1月30日（月） 「自治基本条例にはどのようなことを定めるのか」
  ※それぞれ18:45～20:45
 場 所：  柴崎学習館3階　
  第2教室（立川市柴崎町1-1-43）
 参加費： 300円（資料代）
 申込み： たちかわ市民みらい会議・
  条例づくり学習会（加藤さん）
  ☎&Fax:042-523-4547／*yosi-@yel.m-net.ne.jp

■意識と意念の力（自分の力を信じよう）

人間は本来誰でも素晴らしい氣のエネルギーを持っています。その氣を引出しUPす
る方法を学んでいきます。一人ひとりの個性が輝きだしたとき、大きなパワーが生まれま
す。氣の世界は限界がありません。初心者の方も大歓迎 !お気軽にご参加ください。

 日 時：  平成23年12月7日（水）　氣功教室　10:30～11:30
 場 所：  NPO法人円十字協力（立川市錦町1-15-19）
 参加費： 1,000円
 その他：  参加費の一部は、円十字協力ボランティア支援事業の一環であるア

ジアの学生のための支援金とさせていただきます。
 申込み： NPO法人　円十字協力（千葉さん、野原さん）
  ☎042-528-0036／* info@enjuji.org

■さくらんぼ保育園からのお知らせ

○おもしろアート塾（脳科学に基づいたクリニカルアートです）
 日 時：  平成23年12月4日（日）　10:00～12:00
 参加費： 500円
 定 員： 10人程度
 対 象： 子どもから高齢者、ハンディーをお持ちの方、どなたでも楽しめます。

○ベビーマッサージ体験教室
 日 時：  平成23年12月11日（日）　10:00～11:00
 参加費： 無料
 持ち物： バスタオル
 対 象： 0歳児
 定 員： 8組程度

 申込み： さくらんぼ保育園（立川市砂川町2-36-13）
  ☎042-537-9440（鈴木さん）

■高齢者・主婦のためのパソコン教室　受講者募集

入門や初級から、パソコンが使えるようになるまで、「ゆっくり・楽しく」学ぶ倶楽部で
す。高齢者の方々でもゆっくり時間をかけて学ぶならきっと使いこなせるようになります。
中高年でベテランの先生方が親切、丁寧に教えますので安心しておいでください。イン
ターネット・Eメール・デジカメ・はがき作成など、趣味と実益に広く使うことができます。

 日 時：  平成23年12月9日（金）より　毎週金曜日　10:00～12:00
 場 所：  多摩社会教育会館（立川市錦町6-3-1）
 費 用：  入会金2,000円　1時間800円
 対 象： 女性50歳以上、男性60歳以上のパソコン初心者
 申込み： シニア倶楽部（浜田さん）
  ☎090-8596-4110／☎042-587-1896
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再生紙を使用しています。

社 協 案 内 図

本紙の内容の一部あるいは全部を無断で複写・複製・転載することは禁じられています。

■編集後記

印刷：河辺印刷株式会社

社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
〒190-0013　立川市富士見町2-36-47
立川市総合福祉センター内
☎042-529-8300（代表）　Fax：042-529-8714
営業時間／月～金 8：30～19：00　土 8：30～17：00
URL ： http://www.tachikawa-shakyo.jp　　E-mail ： aiaics@whi.m-net.ne.jp

しゃきょう箱しゃきょう箱しゃきょう箱しゃきょう箱

募金箱設置のご協力

立川社協では、
募金箱をお店や
会社などに常時設
置していただける
ところを募集して
います。またチャ
リティーイベント
等での募金箱の貸
出しもいたします。
募金いただきまし
た寄付金につきま
しては、地域福祉に関わる事業として活用さ
せていただきます。身近にできる地域福祉の
サポーターになりませんか？下記までお問合
せください。

◆問合せ  総務係  ☎042-529-8300

◆雪国育ちだけれども、冷え症の私には厳しい季節がやってきました
（涙）。（晶）

◆100号どれだけの人達との出会いがあっただろう。毎回ワクワクし
ながらの出会いに感謝。（英）

◆今夏の節電の一助となったグリーンカーテンのあと始末をした。　
来年に備え土に石灰、腐葉土を加え日光消毒！来年も再チャレンジ！
（尚）

次回の発行は、2月1日です。

平成 24年版カレンダー・
手帳の寄贈について

歳末たすけあい運動の一環
で、カレンダーや手帳を配布しな
がら募金活動を行う団体がありま
す。ご家庭で不要な平成24年
版カレンダー手帳がありましたら、
12月24日（土）までに、社会福
祉協議会にご寄贈くださるようご
協力をお願いします。

●問合せ●
社会福祉協議会・総務係
☎042-529-8300

年末年始の立川市社会福祉協議会の
開所日程について

年末年始の社会福祉協議会の開所日をお知
らせします。
■社会福祉協議会（総合福祉センター内）
　開所日：年内　平成23年12月28日まで
　　　　　年始　平成24年1月4日から
　　　　（ 平成23年12月29日から平成24年

1月3日までは休みになります）

■社協あいあいステーション（伊勢丹立川店6階）
　開所日：年内　平成23年12月31日まで
　　　　　年始　平成24年1月2日から
　　　　（平成24年1月1日は休みになります）

■立川市社会福祉協議会専門相談（無料）　※本会専門相談では守秘義務を徹底しています。安心してご相談ください。

相談の種類 実施日 実施時間 相談員 概要
法律全般 毎月 第 1・3・4・5土曜日

１３：００～１６：００

司法書士 完全予約制 1人 45分
法律全般 毎月　第 2日曜日 弁護士 完全予約制 1人 45分
相続 毎月　第 2・4火曜日 相続アドバイザー協議会 完全予約制 1人 50分
税金 偶数月　第 1日曜日 税理士 完全予約制 1人 45分
年金 偶数月　第 4日曜日 社会保険労務士 完全予約制 1人 45分

高齢者福祉相談 偶数月　第 1水曜日 介護支援専門員 完全予約制 1人 60分
行政手続相談 毎月　第 3火曜日 行政書士 完全予約制 1人 60分
ふれあい相談 毎月　第１・３・５木曜日（祝日休み） 民生委員 予約不要

福祉のしごと相談 毎月　第 1火曜日 キャリア支援専門員 完全予約制 1人 60分

上記専門相談のお問い合わせ・ご予約は   

相談場所／社協あいあいステーション（伊勢丹立川店６階ハートフルステーション内）   
予 約 先／立川市社会福祉協議会　あいあいステーション　☎042-540-7484（10：00～18：00）

※①同一内容のご相談は年１回とさせていただきます。　※② 12月1日（木）ふれあい相談、12月3日（土）法律相談は、休みとさせていただきます。
※③税金相談は、12月のみ第 3日曜日（12月18日）に変更させていただきます。 

相談の種類 実施日 実施時間 相談員 概要

成年後見 
相談 毎月 第 2土曜日 13：00～

16：00
司法書士
社会福祉士

完全予約制
1人 60分

成年後見に関するお問い合わせ・ご予約は   

相談場所／ 社協あいあいステーション     
（伊勢丹立川店６階ハートフルステーション内） 

予 約 先／ 立川市社会福祉協議会　地域あんしんセンターたちかわ 
☎ 042-529-8319（8：30～ 19：00） 

相談の種類 実施日 実施時間 相談員 概要

アルコール
相談 毎月 第 2・4水曜日 13：00～

16：00
東京立川
断酒新生会 予約不要

電話も可ふれあい
（心配事など）

毎月 第 2・4木曜日
（祝日休み）

13：00～
16：00

民生委員

相談時間内のみ電話受付も行っています。相談専用 ☎ 042-529-8426 
相談場所／立川市総合福祉センター   

アルコール相談に関するお問い合わせは    

☎ 042-529-8300（8：30～ 19：00）   


