
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 !

カレンダーに未来の想いをのせて
昨年12月30日、立川駅北口にてみなさまからご寄

付いただきましたカレンダーの配布が行われました。今や
年末の恒例行事となっているイベントを統括しているのは
『立川市明るい社会をつくる会』のみなさんです。寒い中
お集まりいただきましたみなさまの笑顔と、お一人お一人心
を込めてお配りいただいた“明社”のみな
さま、本当にありがとうございました。みなさ
まからいただきました寄付金は、144,635
円。こちらは歳末たすけあい運動募金とし
てお預かりし、活用させていただきます。
毎年ご協力いただき、誠にありがとうござ
います。

歳末たすけあい運動募金に
ご協力ありがとうございました
募金総額：
6,703,617円

（平成24年1月14日現在）

みなさまからいただきました募金は、
共同募金会を通じて、立川市内の地
域福祉のために活用させていただきま
す。募金にご協力いただいたみなさま
に、この場をお借りしてご報告させてい
ただきます（詳細は5面をご覧ください）。
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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
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◆日常生活の安定を求めて◆
路上生活を余儀なくされているホームレスの方々に、お風呂を提供し、ささやか

な食事を無料で提供している「NPO法人さんきゅうハウス」の大川さんにお話を
お聞きしました。
高松町にある「さんきゅうハウス」では、入浴は12時～17時まで。一人でゆっ

くり入れます。必要な人には着替えの提供も。食事はあたたかく手作り。少しごろ
んと横になったりもできます。
生活保護を受けるには？仕事がしたいけど住居がない、医者にかかりたい・・・

なんでも困っていることを気軽に話せる場でもあります。
全国のホームレス支援団体と関わりを持っ

て、活動に取り組んできた大川さんいわく「ホー
ムレスは増えているけれど、食べていく人は
減ったんですよ。反対に迷惑かけちゃうと思
い、遠慮して来ない人も多いんです」とのこと。
なぜホームレスになったのか？いろいろな原
因はあるけれど、身近に頼れる身寄りのない人
がほとんどで、びっくりするほどの技術を持って
いる人が実に多いとのこと。
技術があって仕事をしたくても家がないと、定職にもつけません。せめてお風呂

に入ってないとまずは臭いで嫌がられてしまいます。
また、仕事したくてもできない状況はそうそう改善されません。いずれは、この技
術を持っている方々の働く場所を作っていきたい、と大川さんは話されます。
まずは仕事を作る！夢は【お弁当屋さんを開いて、高齢者へ届ける】仕事を作る
こと。働くことが自立の第一歩。とにかく長く支援を続けたいと、あれこれ模索中の
様子。
夏と冬に市内をまわり、安否確認も精力的に行っている。孤独死だけはないよう

に・・・。
「多摩川などでホームレスをやっている人は生活力があるんです。仕事もあり、
銭湯にも行ける力があります。反対に街にいるホームレスには、ぜひさんきゅうハウ
スに来てほしいと思っています。」
今日のメニューはトン汁。手を休めず、お米を研ぐ大川さん。「さんきゅうハウス

は、どなたにも遠慮なくきてほしい。利用者には、自立してもらうまで支援します。」
と力強い。 （山本晶子）

◆物品提供、カンパのお願い◆
ここ数年続く不況の中、最も影響を受けやすい立場に
いた非正規雇用の人たちが職を失ったり、あるいは健康
を害して収入や住まいを失い、路上生活に陥るというケー
スが増えています。この寒空の下、路上生活をせざるをえ
ない方々に、暖かい衣類や毛布、靴下、靴、食糧、テレ
ホンカードをご寄付ください（衣類等は新品でなくてかまい
ません）。カンパもよろしくお願いいたします。

＊NPO法人さんきゅうハウス＊
三多摩野宿者人権ネットワーク

として立川市周辺の野宿者への炊
き出しなどに取り組んできた市民が
2010年12月に「さんきゅうハウス」
を開設。

問い合わせ・物品等送付先：
190-0011
立川市高松町 2-10-14 コーポ山崎 101
さんきゅうハウス（日曜・木曜休み）

担当者　大川
TEL：042-512-7541  FAX：042-512-7542

カンパ振込先：
ゆうちょ銀行振替口座
口座番号　00190-2-306646
口 座 名　さんきゅうハウス

情報誌も発行しています



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 　5,095,119円　（2012/1/11現在）

◆義援金を寄附された方々【2011/11/13 ～ 2012/1/11 ／順不同・敬称略】
昭和第一学園高等学校生徒会／立川市社会福祉協議会Caféはぁもにぃ／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。
■国土交通省
○ 東日本大震災により被災した地域において建設される住宅を対象に、長期優良
住宅について建設工事費の一部を助成する「東日本大震災復興木のいえ整備促
進事業」の募集がはじまりました。

http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000304.html
■厚生労働省
○平成 23年度「高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況」取りまとめ
　～高校生の就職内定率は 41.5％と前年度より微増。被災 3県は全て上昇～

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001vc1q.html
■マンパワー・ジャパン
○マンパワー・ジャパン、岩手県から被災者の就労支援・人材育成事業を受託
　～ 実践的な職場体験やキャリアカウンセリングを通じ、再就職を目指す 25名

を支援～
http://www.manpowerjobnet.com/special/iwateken_2011.html

■東京都
○東京都が提供している応急仮設住宅の入居期間の延長について

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/11/20lbp700.htm
■首相官邸
○  8月に発行した「生活再建ハンドブック vol3」、「事業再建ハンドブック vol3」
に、第 3次補正予算（11月 21日成立）に盛り込まれた内容を追加しました。
皆様の生活再建や事業再建に役立つ政策を分かりやすく解説しています。

http://www.kantei.go.jp/saigai/handbook/

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

立川市社会福祉協議会の取り組み　【2012/1/12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）
　　6月17日～  6月22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　13件、貸付申請相談中　1件

（2012/1/12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　1件（2011/12/27現在）
○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活動中。

　東日本大震災支援情報

ふれあいミュージックフェスティバル2011が開催されました♪
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第19回「ふれあいミュージックフェスティバル2011」が、
昨年12月24日（土）、国立音楽大学講堂大ホールで開催されま
した。
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、東京ガス株式会社・多摩支店の協力で開かれて
います。超満員の中、聞き入ってしまう素敵な司会者・志田尾
さんの「こんにちは」から始まりました。
約60名の音大生によるブラスバンドの演奏で、前半はくる

み割り人形や魔女の宅急便セレクション、後半は子どもたちも
思わず一緒に歌って踊り出してしまいそうなクリスマスソン
グを中心に会場全体を盛り上げてくださいました。また、サン
タクロースに扮したハンドベルリンガーズによる、ハンドベ

ルの綺麗な音色も会場に響き渡りました。
“ふれあい”という名前の通り、聴きに来てくださった障害の
ある方や子どもたち、ボランティアの皆さんなど、たくさんの
方々が音楽を通して出会い、ふれあい、交流できるコンサート
になりました。

去年始めて参加して、今年のコンサートをとても待ち
遠しくしていました。幼い子どもたちの泣き声も気にな
らないぐらい、演奏者と会場の一体感は素晴らしかった
です。クリスマスイブに大きなプレゼントをありがとう
ございました。多くのボランティアの方々、関係者の皆
様に感謝申し上げます。　　　　　　　　　（竹内英子）



椙田　ひろみ（スギタ　ヒロミ）
◆介護支援係地域包括支援センター

始めまして。椙田と申します。12月から地域包括支援セ
ンターでお世話になっております。立川の特性をいかし
た安心して暮らせるまちづくりに貢献し、皆様のお役にた
てるよう頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。

NEW
FACE
NEW
FACE

新しい職員が入職しました

「地域あんしんセンターたちかわ」とは…
判断能力の低下により日々の生活に何らかの不安を抱えてい

る市民が、適切な福祉サービス等を利用しながら今後も安心し
て生活できるよう、相談対応や支援を行っています。

・福祉サービスの利用にかかる総合相談や苦情相談の受付
・日常生活自立支援事業の実施
・入居支援福祉制度の実施
・成年後見制度利用相談や手続き支援、同制度の普及推進
・法人後見人の受任　　　　　　　…などを実施しています。

○後見支援員の養成
　以前あいあい通信では｢後見サポーター
（仮称）｣として紹介しましたが、ここで
｢ 後見支援員 ｣という名称としました。
　「後見支援員」は養成講座を修了し、セ
ンターの職員と同行訪問などを行った上
で支援員を担っていただきます。市民参
画により、法人後見ケースを市民とセン
ターが協働で取り組んでいくことを目指
しています。これからも皆さんにご協力
をいただきながら、後見活動を行ってい
きますので、よろしくお願いします。

あんたちにゅうすあんたちにゅうす

職員の退職について

○新人職員のひとこと
　ある利用者さんのお宅へ、先輩職員と共に同行訪問させてい
ただきました。事前に電話で「新人職員の勉強のために、本日
の支援に同席させてほしい。」と話をしていたので、玄関先でも
断られることなく温かく迎え入れてくださいました。
　センターの利用対象は、判断能力に不安のある、または低下
した方であり、その中には地域で一人暮らしをされているとい
う方も少なくありません。その方たちにとって、「家」は単なる
生活の場というだけでなく、自分が一番安心できる「安全基地」
でもあります。そのような場所は、本来他者・部外者を立ち入
れたくない所であり、親しい人しか受け入れてもらえない場で
す。支援者だからといって簡単には受け入れてくれない、とい
うことが普通です。
　また、部屋の中はその方の生活観、荷物、ごみ、におい等、
その方の生活を垣間見ることのできる様々な情報にあふれてい
ます。支援を行う中では、それらの情報からその方のちょっと
した変化に気づき、素早い対応へ結びつくということもありま
す。郵便物の中に見覚えのない請求書があることがわかり、消
費者被害を防ぐことができた例もあります。しかし、暮らして

いる住居がひと部屋のアパートの時など、その場が即生活スペー
ス、プライベート空間であることも多く、本当は部屋の中を見
られたくないとういう思いの方もおられるだろうと思います。
そのような「家」に、私たち支援者を受け入れてくださってい
るということはどういうことなのか。そこにある思いや、求め
ているものは何なのだろうか。どのような思いで支援を必要と
しているのか。そういったことを常に意識し支援に臨むという
姿勢を大切にしながら、これからも仕事を続けていきたいと思っ
ています。
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平成23年12月31日付で1名の職員が
本会より退職いたしました。市民のみな
さまには大変お世話になりました。

斧田　緑 ◆ 介護支援係地域包括支援センター

○問合せ先
社会福祉法人　立川市社会福祉協議会
地域あんしんセンターたちかわ
立川市富士見町2－36－47　総合福祉センター
☎ 042‐529‐8319　FAX 042‐529‐8714
開所時間
月～金曜日  8：30～19：00　土曜日  8:30～17:00



今回取材させていただいた甲野
　毅さんは、2003年に設立された
特定非営利活動法人（NPO）「集
住グリーンネットワーク」という団体
の中心メンバーとして、造園設計事
務所にお勤めの傍ら、多方面に活
躍されていらっしゃいます。
◎どんな組織で何を目指している

のですか
「集住グリーンネットワーク」設立
の趣旨は、都市に住む人々を対象
にみどり豊かな住環境、人と人、人
とみどりのふれあいのある生き生きと
したコミュニティ作りをめざし、広く
住民参加による街づくりを支援する
様々な活動をしていると教えてくださ
いました。甲野さんご自身は、樹木
医、農学博士の肩書きを持っておら
れます。専門は環境教育だそうです
が、緑を通したコミュニティ活動をす
すめる上で心理学は有効的であり、
緑に興味を持ってもらい関心を向け
ることで、緑育（りょくいく）、街育（ま
ちいく）につながるのではないかと行
動をおこしているそうです。

◎主にどのような活動をされてい
るの?
市が主催するイベント（環境フェ

スティバルなど）や市民交流大学に
協力してグリーンワークショップをひ
らき、間伐材や竹を使って竹とんぼ、
笛、おもちゃ、マイ箸などの工作、独
自の企画による昆虫、植物の観察
会など、自然とふれあうイベントを開
催されています。

また、立川市が主催するエコ活
動を地域の中で推進するリーダーを
養成する「たちかわエコパートナー
講座」のコーディネーターとして活躍
されています。講座では、環境のと
らえ方や意識を、地域や子どもたち
に伝えていくことなどを学習します。
2007年に開講してから、卒業生約
40人が地域でゴミの分別、子供達
への自然環境教育などのエコ活動
を行っています。現在4月からはじま
る講座の新規受講生を募集してい
るようです。
◎将来の地球環境の影響を受ける

子供たちへのメッセージ
ゲームやコンピュータなどのバー

チャルな環境にこもりやすい現代の
子どもたちに、自然を日常的に、あた
りまえに体験させることが大切と考
えて、自然が直接体験できるイベン

ト（昆虫、植物の観察、間伐材のク
ラフト教室、）を開催。甲野さんご自
身も、家庭菜園の拡大版ともいえる
小麦の栽培に挑戦され、種まきから
寒中の麦踏み、収穫までご家族揃っ
て楽しんで、子どもたちに貴重な自然
を原体験させたそうです。自然体験
を一緒にする影響かどうかは分からな
いようですが、最近小学生の娘さん
が「見てないテレビは消して。」など、
子どもなりのエコに対する感覚に、
教えられることが多くなってきたと感じ
ておられるとのことでした。
今回の取材でお話しいただいた

活動はごく一部分であり、他にも広
範なプログラムがあるようです。活
動に興味を持たれたり、地域のエコ
活動などの推進について、一度相談
してみてはいかがかと思います。

（岡野尚一）

団体・企業名
㈱ドリーミー

物品寄附者　ご芳名
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元気 人
甲野　毅さん ● 錦町在勤

ご加入いただき、ありがとうございます。 （平成 23 年 11 月 13 日～平成 24 年 1 月 14 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11月1日～12月31日　総額 10,506,609円（敬称略）

特定非営利活動法人　集住グリーンネットワーク
U  R  L　http://www.ab.auone-net.jp/ ̃cgnet/
E-mail　tkouno@r3.dion.ne.jp

日付 氏名・名称 住所 金額
11/2 磯野　俊雄 柴崎町 7,924
9 エステート暮らしの相談室 3,000
12 第4地区民生・児童委員協議会 217
14 武田　直行 富士見町 2,345
17 杉山　美樹 曙　町 84,473
21 株式会社　セレモアつくば 柏　町 200,000
25 第1地区民生・児童委員協議会 830
28 矢嶋　武夫 柏　町 5,000
28 立川陶芸クラブ 6,700
28 立川陶彩会 10,750

日付 氏名・名称 住所 金額
28 村田　ふさえ 西砂町 514
29 太極拳　紫陽花の会 5,000
30 第6地区民生・児童委員協議会 812
12/1 第5地区民生・児童委員協議会 1,500
2 匿名 1,000
2 第4地区民生・児童委員協議会 1,427
13 石川　セツ子 富士見町 3,000
14 柴崎町地区グッドネイバー推進協議会 3,857
15 宗教法人　真如苑 柴崎町 10,000,000
16 パレス会 1,868

日付 氏名・名称 住所 金額
16 第5地区民生・児童委員協議会 1,289
19 磯野　俊雄 柴崎町 10,103
20 昭和第一学園高等学校生徒会 100,000
21 JAM横河電機労働組合 5,000
22 太極拳　紫陽花の会 5,000
26 金衛　富佐子 富士見町 5,000
26 立川市明るい社会をつくる会 30,000
27 青山　さおり 幸　町 10,000

平成23年1月1日～12月31日  順不同・敬称略
■使用済切手・テレホンカード等
㈱ヒューマニック
沼田　健
石射　ひさの
立川市第6地区民生・児童委員協議会
立川市立第四小学校児童会
立川市第3地区民生・児童委員協議会
立川市第5地区民生・児童委員協議会
隣人会
明治安田生命保険相互会社
（公財）立川市地域文化振興財団
町田市民病院内理容室　小林　登
立川市第4地区民生・児童委員協議会

昭和第一学園高等学校
立川市福祉保健部生活福祉課
立川市立第七小学校児童会
東京立川ロータリークラブ
鈴木　洋子
さくらんぼ保育園
立川市市民生活部市民課
谷川　幸子
（NPO）市民活動サポートセンター・
　アンティ多摩
至誠キートスホーム
立正佼成会立川教会
高野　担

東京ガスライフバル多摩中央㈱
　東大和店
福永紙工株式会社
富士見町住宅管理組合
■福祉機器･用品
山本　直樹
トヨタ西東京カローラ㈱
そば打ち友の会
健栄製薬株式会社
栗島　勝良
■その他
㈱むさしの計測
ジョイパックレジャー㈱

木嶋　かつみ
㈱コトナクリエイト
中村　千代子
富国生命保険相互会社
　立川支社外野倶楽部
立川点字サークル
滝本　満子
読売センター立川北部
（有）金子組
平野　章一
金衛　富佐子
土本　カツ子

枕ことばは
“みどり”



（平成 23 年 11 月 13 日～平成 24 年 1 月 14 日）

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 39 名　正会員 326 名　賛助会員 22 名　合計金額：198,500 円

（平成 23 年 11 月 13 日～平成 24 年 1 月 14 日）

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。

総合計　地区募金  979,487 円 ＋ 一般募金  5,766 円 ＝  985,253 円
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（平成 24 年 1 月 14 日現在）

平成23年度　歳末たすけあい募金　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
五月会 1 116 9 126 67,100
錦二の中町会 62 8 70 40,000
新栄自治会 38 3 41 12,900
けやき台団地自治会（追加） 1 1 1,000

自治会名 準 正 賛 特 団 合計数 会費額
十番組自治会（追加） 2 2 1,000
二番組自治会 142 3 145 75,000
立川柏町住宅団地管理組合法人協議会（追加） 1 1 2 1,500

地区 自治会名 募金額
富士見 富一東協和会（追加） 500

五月会 66,600
富士見町多摩川団地自治会 33,500
富士見町一丁目第3自治会 10,000
レガリア会 10,000

柴崎 柴中会 64,000
都営柴六自治会 5,000

錦 錦町五丁目親和会（追加） 1,700
羽衣 羽衣会 95,250

羽衣町三丁目自治会 27,300
コープ西国立自治会 9,700
都営羽衣町1丁目アパート自治会 5,000

曙 曙二北町会 14,800

地区 自治会名 募金額
高松 高松町高昇会 44,000

高松会自治会 51,200
栄 弥生会 6,800

新栄自治会 4,700
幸 八番組自治会 17,900

つくし自治会 19,300
文化村自治会 12,300
立川幸町団地自治会 59,905

柏 七番組自治会 41,300
立川柏町住宅団地管理組合法人評議会 58,800
北砂川自治会 20,000
いずみ住宅自治会 3,192
若杉会 3,500

地区 自治会名 募金額
砂川 二番組自治会 67,450

一番組自治会 20,000
親交自治会 5,000
ハイホーム立川参番館自治会 2,000

西砂 中里自治会 111,600
西砂自治会 8,000
立川一番町東団地自治会 30,000
エステート立川一番町住宅管理組合 37,690
コープタウン立川一番町管理組合 11,500

自治会合計 979,487

寄付者名 募金額
一般 立川市役所職員 5,766

合　計 5,766

地区 自治会名 募金額
富士見 富一東協和会 48,100

五月会 50,000
東親会 39,400
富士見町二丁目自治会 97,108
上富士町会 47,570
東親和会 41,400
富士見町4丁目西町会 40,900
富士見会 56,700
富士見町五の南町会 60,620
喜多町会 20,000
親生会 20,000
立桜会 30,000
富士見町多摩川団地自治会 38,200
富士見町住宅自治会 35,200
富士見町一丁目第3自治会 10,000
レガリア会 19,000

柴崎 しばさき会 58,400
柴一八幡会 46,100
柴一協和会 103,650
柴二東部会 29,800
柴富士会 10,000
柴二南明会 50,500
柴二共生会 57,500
南親会 44,001
柴中会 30,000
柴三北町会 15,000
柴四東親和会 114,800
柴西会 107,001
都営柴六自治会 5,000

錦 錦東会 70,450
錦西協力会 20,000
錦東和会 61,850
錦和会 32,300
錦みよし会 199,900
錦町五丁目親和会 106,700
錦六会 88,250

羽衣 羽衣会 95,020
羽衣町1丁目第2アパート自治会 42,900
羽衣本町会 170,750
東羽衣会 64,450
羽衣町二丁目北町会 98,300
羽衣町住宅管理組合自治会 20,000
羽衣町三丁目自治会 31,500
羽衣町みのわ会 117,200
羽衣第3アパート自治会 10,000

曙 曙一東自治会 31,700
曙町一丁目西町会 64,900
曙一南自治会 74,200
曙町二丁目東和会 36,400
曙町二丁目西町会 51,000
曙二南町会 35,400
曙二北町会 14,000
曙三東町会 30,000
曙町三丁目西和会 52,700

地区 自治会名 募金額
曙 曙町三丁目仲和会 82,050

曙町三丁目アパート自治会 31,500
ベ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 105,740
高松町東友会 79,100
高松町二丁目仲和会 30,000
高松町南自治会 74,200
高松町高昇会 45,750
高松町三丁目松栄会 32,300
高松会自治会 56,500
共栄会 33,600

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
弥生会 7,000
南砂川自治会 20,000
南栄会自治会 5,000
南部自治会 92,400
江の島道東住宅自治会 44,650
東栄会自治会 20,000
中砂自治会 31,199
新栄自治会 4,700
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 86,766
ときわ会 3,000
東会 3,000
十番組自治会 42,500
緑ヶ岡ハイツ自治会 5,000
若葉町団地自治会 159,860
若草会 10,000
太陽会 5,000
旭自治会 2,400
はなみずき会 5,000

幸 八番組自治会 17,900
多摩文化村自治会 5,300
幸町2丁目都営アパート自治会 12,200
九番組自治会 93,100
すずかけ第3自治会 5,000
西けやき台団地自治会 20,000
都営幸町第4自治会 10,000
親幸自治会 10,000
文化村自治会 15,300
幸友会 11,500
立川幸町団地自治会 64,422
幸町六丁目自治会 15,000
都営立川幸町2丁目第6アパート自治会 500

柏 七番組自治会 43,000
柏町六番組自治会 54,500
こぶし自治会 10,000
都営柏町自治会 15,150

地区 自治会名 募金額
柏 都営柏町第二自治会 10,000

五番組自治会 10,000
立川柏町住宅団地管理組合法人評議会 68,500
上水自治会 14,681
双葉自治会 13,300
北砂川自治会 20,000
みどり自治会 5,100
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
若杉会 3,500
上水ニュータウン自治会 10,000
上水相和自治会 5,000
西部住宅自治会 10,000
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 16,000
三番組自治会 20,000
大山自治会 50,200
二番組自治会 10,000
一番組自治会 20,000
昭和の森町会 10,000
ハイホーム立川一番町自治会 1,297
ハイホーム立川参番館自治会 3,000

西砂 天王橋自治会 44,500
レクセルガーデン武蔵砂川自治会 8,500
希望ヶ丘自治会 5,000
中里自治会 106,200
殿ヶ谷組自治会 18,800
西砂自治会 8,000
諏訪の杜自治会 8,000
都営松中団地自治会 19,500
エステート立川一番町住宅管理組合 50,800
コープタウン立川一番町管理組合 17,200

自治会合計 5,160,885

個人および団体名 募金額
一般 匿名 10,000

西東京臨済会 100,000
恵光院立川不動尊 10,000
匿名 500
匿名 10,000
立川駅北口農産物直売実行委員会 19,101
磯野　俊雄 100,000
（有）なとりビル 10,000
京セラ㈱立川営業所 20,760
京セラ㈱ 30,000
立川市子ども会連合会 341,648
立川市老人クラブ連合会 611,179
立川市明るい社会をつくる会 144,635
ボーイスカウト第3団 20,000
立川市役所職員 91,031
立川市社会福祉協議会職員 23,878

合　計 1,542,732

総合計　地区募金 5,160,885 円 ＋ 一般募金 1,542,732 円 ＝ 6,703,617 円



「もし立川で大きな災害が起きたら、助けてくれる人はいますか？」
阪神・淡路大震災の際には、救助した方の8割

が地域の住民だったそうです。
　・ 立川断層が危ないとよく聞くけど、断層って
なんだろう

　・立川断層は大丈夫なのかな
　・ 地震が起きたらどうすればいいんだろう、今か
ら出来ることはあるのかな

　・ 昔は電気なんてなかったんだから、昔の知恵
を活用できないか

この講座を通して、皆さんが抱えている疑問や不
安が一つでも解消できればと思っています。また、
講師の豊泉さんは長年立川に住み、立川の歴史・
文化の伝承、そしてボーイスカウトなど様々な活動
をされてこられました。
そういった活動を通して身に着けてこられた経験や工夫も話してくださいます。

 日 時：2月25日（土）　13：00～16：00
 内 容：立川断層と日頃からの備え
 講 師：豊泉喜一氏
  ・立川市社会福祉協議会理事
  ・NPO法人武蔵野の里作りクラブ理事長
 場 所：幸学習館　第一教室（立川市幸町2-1-3）
 定 員：30名（申込順）
 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へ

「NPO法人の立ち上げを考えているけれど、設立までにはどんな準備が必要なのだろ
うか」「法人格をとったらどんな実務があるのだろうか」など･･･。こんな方はぜひご参加
ください。

NPO法人だけではなくボランティアグループや市民活動団体などで、グループ運営
の実務をされている方にもご参加いただける内容です。
 日 時：①2月23日（木）　「NPO法人設立ガイダンス」
  ②2月28日（火）　「定款のつくり方」　講師：池澤良子さん
  ③3月　3日（土）　｢NPO法人と会計・税務｣　講師：内藤純さん
  ④3月　8日（木）　「NPO法人と労務」　講師：井嶋栄治さん
  ※必要な回のみの選択も可能です。
 時 間：①②④は19：00～21：00　③は10：00～15：00
 場 所：立川市総合福祉センター（立川市富士見町2-36-47）
 対 象： NPO法人格取得を検討されている団体の方・NPO法人・非営利

団体で実務を担当されている方・NPO法人活動に関心のある方
 定 員：各回30名（申込順）
 参加費：①500円　②500円　③2,000円　④500円
 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へ

NPO法人・非営利団体のための運営実務あれこれ講座さいわい町地域懇談会
立川で大震災が起きたらどうなる？どうする？！
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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

■東京賢治の学校からのお知らせ
〇12年生（高校3年生）卒業演劇公演ジャン・コクトー作「恐るべき親たち」
フランスの鬼才ジャン・コクトー作。1990年代初めのパリを舞台に繰り広げられ
る、ある一家の物語。12年間の集大成として、高校3年生の5人が取り組んできま
した。5人という少人数のクラスだからこそ、創りあげることのできた舞台をどうぞご覧
ください。

 日 時：2月11日（土・祝）
  ①11:00開演（10:30開場）／②17:00開演（16:30開場）
 場 所：立川市市民会館・小ホール（立川市錦町3-3-20）

〇大学とシュタイナー教育～学ぶ意欲をどのように育むのか～
シュタイナー学校から大学に行けるの？大学卒業後、社会的にやっていけるの？ 

しばしばこういう質問を受けます。
学ぶ意欲と力が実際についているのか、どのように育まれるのか、今回はドイツと

日本のシュタイナー学校高等部教師、日本ではまだ少ないシュタイナー学校卒業生
と現役高等部生を交えて、話してもらいます。

 日 時：2月12日（日）　10:00～14:30
 場 所：東京賢治の学校（立川市柴崎町6-20-37）
 参加費：2,000円
 内 容：基調講演　アルブレヒト・ヒュッティッヒ「歴史の授業を通して」
   　　イーリス・ディドビスツス「生物の授業を通して」
  パネルディスカッションなど

 問合せ：NPO法人東京賢治の学校
  ☎042-523-7112／Fax：042-523-7113
  URL：http://www.tokyokenji-steiner.jp

■あなたの自己表現方法はどのタイプ？
　～ジャイアン？のびた？それともしずかちゃん？～
相手の気持ちに寄り添い傾聴しながらも、自分の気持ちにも素直になれる会話の

ちょっとしたコツを知っていれば、より良いコミュニケーションを築くことができるようになり
ます。より良い人間関係を築くための上手な自己表現方法（アサーション）を実習しなが
ら学びます。（参加費無料）
 日　時：2月17日（金）　13：30～16：30
 場　所：柴崎学習館（立川市柴崎町1-1-43）
 講　師：社団法人産業カウンセラー協会　柏崎咲江氏
 定　員：30名　保育あり（5名程度・1歳～学齢前）
 申込み：生涯学習推進センター
  ☎042-528-6872

■介護教室　高齢期の住まい方～もし自宅で暮らせなくなったら～
もし介護が必要になって、家での生活に限界が来たら…。ホームに入りたいけど、どう

したらいいの？いくらくらいかかるの？施設探しの情報提供をします。（参加費無料）
 日　時：2月20日（月）　14：00～16：00
 場　所：砂川学習館・講堂（立川市砂川町1-52-7）
 定　員：50名（申込順）
 申込み：北部中さいわい地域包括支援センター
  ☎042-538-2339（水村さん）

■カウンセリング無料講演会・相談会
　「自分らしくいきいきと生きる」
生活の中では様々な問題や悩みが生じます。心を軽くして、自分らしさを活かす方法

について心理カウンセリングの視点から考えます。終了後、ご希望の方には「家庭内
の問題・無料相談会」もあります。（参加費無料・要予約）
 日　時：2月24日（金）　10：00～12：00
 場　所：立川市市民会館・地下1階サブホール（立川市錦町3-3-20）
 講　師：坂田雅彦氏（家族問題カウンセラー・行政書士）
 申込み：NPO法人ライブリー
  ☎042-548-4456（内田さん）

■赤青黄色組
遊びのプロ、アフタフ・バーバンさんをお招きして行う体を使った表現遊びの活動で

す。音楽や歌に合わせ体を動かす遊びは大変楽しく、テイクオフでは恒例のイベントに
なっています。そんな赤青黄色組に一緒に参加してみませんか？楽しいですよ！（立川市
社会福祉協議会　市民活動助成事業）
 日　時：2月26日（日）　14：00～15：30
 場　所：立川市立第五小学校・体育館（立川市高松町1-12-25）
 参加費：100円
 定　員：30名
 持ち物：上履き
 締切り：2月19日（日）
 申込み：地域デイサービス　テイクオフ
  ☎＆Fax：042-527-9203／*takeoff1997@nifty.com（中橋さん）

■創作ミュージカル「名もない月」
立川市による創作ミュージカル。立川市とその近郊で活躍する俳優やスタッフによ

り、心の問題としての「葛藤」を取り上げ、世界や人の見方、あり方を問います。
 日　時：2月26日（日）　①13：00～／②15：00～（入替制）
 場　所：女性総合センター・アイム　1階ホール（立川市曙町2-36-2）
 申込み：生涯学習推進センター　☎042-528-6872

イベント・講習・講座

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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■キューティー・コア会員募集
ストレッチ･筋トレ･有酸素運動を組み合わせた全身運動です。現在、会員を募集し
ています。
○メタボが気になる方はマットエクササイズ
　・砂川学習館（立川市砂川町1-52-7）

 日　時：毎週金曜日　10：00～
○腰やヒザの痛い方はチェアーエクササイズ
　・こんぴら橋会館（立川市砂川町3-26-1）

 日　時：毎週月曜日　10：00～
　・西砂学習館（立川市西砂町6-12-10）

 日　時：毎週水曜日　13：30～
　・西砂会館（立川市西砂町5-11-13）

 日　時：毎週金曜日　13：30～

 費　用：入会金500円／月会費2,000円
 申込み：キューティー・コア　☎042-511-4210（竹原さん）

■みんなのサロン・ふれあいサークルに参加しませんか？
＜みんなのサロン＞
みんなのサロンは、高齢者の介護予防（転倒防止を中
心に）の健康体操、イスを使って行います。その後、軽食
をみんなで作って食べるサロンです。お好み焼き、焼きそ
ば、すいとん、カレーライスなどを作ります。
 日　時：毎月第3土曜日　10：00～12：00
   2月18日（土）、3月17日（土）、4月21日（土）開催
 参加費：100円
＜ふれあいサークル＞
ふれあいサークルは15名くらいの少人数で、仲間作りを中心に健康体操と脳トレ、
ゲーム、話し合いを楽しく行っています。
 日　時：毎月第1火曜日　14：00～16：00
   2月7日（火）、3月6日（火）、4月3日（火）開催
 参加費：50円

 場　所：たまがわみらいパーク（立川市富士見町6-46-1）
 申込み：直接会場へお越しください。
 問合せ：みんなのサロン　☎042-526-0396（室橋さん）

■ホームヘルパー入門講座　～資格眠らせていませんか？～
ホームヘルパーの資格を持ってはいるけど実務経験のない方、長い間実務から離れ

てしまい再就職のきっかけがつかめない方などを対象に、眠っている資格の活用を目指
した研修会を開催します。ご家族の介護などを担っておられ、必ずしも実務を考えてい
らっしゃらない方も、復習の場としてご活用いただければと思います。至誠キートスホー
ムと至誠ホームの2ケ所で開催します。（参加費無料）
＜至誠キートスホーム＞
 日　時：2月25日（土）　9：00～12：00
 内　容：講義「認知症のケアについて」
  演習「介護技術の基本（おむつ交換、移動介助、車いす操作など）」
 場　所：至誠キートスホーム（立川市幸町4-14-1）
 対象者：原則、訪問介護員養成研修（2級）課程修了者以上。
  現在実務に携わっている方もご参加いただけます。
 定　員：20名
 締切り：2月20日（月）
 申込み：至誠キートスホームヘルプステーション
  ☎042-538-2321／Fax：042-538-2324（鈴木さん）
＜至誠ホーム＞
 日　時：3月24日（土）　10：00～16：00
 内　容：講義「ホームヘルパーの知っておくべき介護保険制度」
   演習「介護技術の基本（おむつ交換、移動介助など）」
 場　所：至誠ホーム（立川市錦町6-28-15）
 対象者：原則、訪問介護員養成研修（2級）課程修了者以上。
   現在実務に携わっている方もご参加いただけます。
 定　員：20名
 締切り：3月21日（水）
 申込み：至誠ホームヘルプステーション
  ☎042-527-0057／Fax：042-527-0322（吉岡さん）

■ファミリー歓迎♪親子で英会話
　～宿題はファミリー間で使える日常会話～
月1回、日曜日の午後、講師を招いて楽しく親子の英会話をやっています。講師は、
小中学校・高校で英会話を担当している女性講師、帰国子女の講師、ネイティブの
男性講師の3名の中からご都合がつく方に来ていただきます。家族みなさんでの参加を
歓迎！気軽にいらしてみてくださいね♪
 日　時：2月26日（日）／3月25日（日）／4月22日（日）
  13：00クラス：4歳以下／14：10クラス：9歳前後／
  15：20クラス：5歳以上
 場　所：こぶし会館（立川市幸町5-83-1）

 参加費：1家族1,000円
 持ち物：上履き、親子とも名札をご用意ください。
 申込み：親子で学ぶサークル『ハーモニー』
  *oyako_de_manabu@yahoo.co.jp（市原さん）

※件名「親子で英会話」とし、希望クラス、親子の氏名、ふりがな（子
どもは年齢・性別も）と電話番号を明記して、メールでお申込みく
ださい。

■Acoustic Festival Presents RAINBOW FESTIVAL
　スタッフボランティア大募集
立川を拠点に音楽イベントを開催してきたAcoustic Festivalが、今回は音楽（ア

コースティックライブ）のみならず、アートやファッションとのコラボレーションイベントを
開催します。イベント内容は、オリジナルアート作品の展示・販売、アコースティックラ
イブの演奏、武蔵野美術大学協力のファッションショー、子どもたち対象のワークショッ
プなどです。
このイベントで、会場案内やお客様の誘導を行うボランティアスタッフを募集します。
ボランティア活動に興味はあるけど踏み出すきっかけがないという人、楽しいことがし

たい人、ぜひ一緒に楽しい時間を作りましょう。
 日　時：3月3日（土）　10：30～17：00（予定）
  ※イベントは11：30～16：30
 内　容：会場案内・誘導など
 場　所：国営昭和記念公園 花みどり文化センター（立川市緑町3173）
 集合場所：花みどり文化センター正面入り口前
 定　員：15名
 申込み：Acoustic Festival実行委員会
  ☎080-3486-4692／*kato@acofes.com（加藤さん）

■学ボラの会　ボランティア募集
小学生30名と、ものづくりをテーマに2日間を過ごします。午前中は班に分かれて昼
食づくり、午後は用意した工作をします。
この活動を手伝ってくださる中学生または高校生のボランティアを募集します。小学
生に対してモデルとなる行動をしていただければと思います。
 日　時：3月27日（火）、28日（水）の2日間　8：30～16：30
 参加費：300円（昼食代）
 場　所：たまがわ・みらいパーク（立川市富士見町6-46-1）
 問合せ：学ボラの会　☎＆Fax：042-527-7121（矢船さん）

■みんなの展示場　中村洋久絵画館からのお知らせ
【柴崎町】（立川市柴崎町2-21-17）
○第四回　田中伶の「マンガ企画展」

20代で漫画家を目指して地道な努力を続けている田中氏は、モチーフの主人公
を連続したストーリーで描くなど「楽しさ・面白味」が詰まった企画展です。

 日　時：2月4日（土）～26日 （日）　10：00～16：00　土日祝日開催
○水彩画スケッチ同好会・会員募集
旅行先などでお土産を買うだけでなく、行く先々の風景をスケッチして、思い出を
一層膨らませる楽しい旅にできます。屋外を中心にスケッチします。初心者大歓迎！
初歩から習えます。

 日　時：毎月第2・第3土曜日　10：00～12：00
 会　費：2回で2,000円（入会金なし）
 締切り：2月29日（水）

【錦町】（立川市錦町5-16-9）
○アトリエご利用受付中！
油絵など自宅で描けない方、施設の予約で苦労しているグループ、絵の具やキャ

ンパスの持ち運びが大変な方などにお勧めします。利用料は個人、グループで異な
りますが、低料金です。下見もできますので、ご希望の方はお問合せください。

 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（中村さん）

■一般社団法人ほっとステーション「コミュニティ広場」からのお知らせ
○おもしろアート教室（脳科学に基づいたクリニカルアート）

 日　時：2月26日（日）　10：30～11：30
 参加費：500円（材料費）
○ベビーマッサージ教室

 日　時：2月19日（日）　10：30～11：30
 参加費：無料
 対　象：0歳～3歳児
 持ち物：バスタオル
○あおぞら手作り市

 日　時：定期開催
  ※出店希望の方はお気軽にご連絡ください。出店代はかかりません。

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

ひと・モノ・募集

■シンポジウム　市民が考える在宅医療・介護・福祉
住み慣れたまちで最期まで暮らし続けるために、医師を始め医療・福祉・介護関係

の事業者とボランティアも含めた地域ネットワークの構築について話し合います。
 日　時：3月10日（土）　13：00～16：30
 場　所：女性総合センター・アイム　1階ホール（立川市曙町2-36-2）
 定　員：150名（申込順）
 内　容：基調講演　英裕雄氏　新宿ヒロクリニック院長
  （24時間365日体制で新しい時代の在宅医療を目指しています。）
  コーディネーター　山本繁樹氏　南部西ふじみ地域包括支援センター長

※その他、在宅訪問医師、歯科医師、看護師、介護福祉士、ボラ
ンティアの各氏出演予定。

 問合せ：在宅支援ボランティアさくら　☎080-1163-5281（中村さん）

■第17回至誠ホーム　サービス向上大会
至誠ホーム職員によるサービス向上への取り組みを発表します。至誠ホームのサービ

スをより良いものにするべく、職員が取り組んだ熱き想いとその成果をお見逃しなく！（参
加費無料）
 日　時：3月16日（金）　19：00～21：00
 場　所：女性総合センター・アイム　1階ホール（立川市曙町2-36-2）
 申込み：参加希望の方はFaxでお申込みください。
  至誠キートスホーム
  ☎042-538-2323／Fax：042-538-2324（宮本さん）



■採用条件等
 １）職種および業務内容
  ① 看護師または保健師／地域包括支援センター、高齢者デイサービスセン

ター等における相談援助・看護等に関する業務
  ② 事務職または介護職／地域福祉推進にかかる法人運営・総合相談支援業務、

地域福祉推進業務、高齢者や障害者の介護に関する業務等
 ２）採用人員　①②とも若干名
 ３）採用期日　平成 24年 4月 1日
 ４）受験資格　 いずれも、以下の要件を全て満たしている方。なお、両方の職種

を同時に受験することはできません
  ①看護師または保健師
  　a）昭和 28（1953）年 4月 2日以降に生まれた方
  　　※ 60歳定年のため（省令 1号）
  　b） 看護師免許または保健師免許を取得されている方、あるいは平成 24

年 3月に看護師免許または保健師免許を取得見込みの方
  　c）普通（中型）自動車第一種免許を取得されている方

  ②事務職または介護職
  　a）昭和 57（1982）年 4月 2日以降に生まれた方
  　b）4年制大学を卒業された方、あるいは卒業見込みの方
  　　※若年者キャリア形成のため（省令 3号のイ）
  　c）普通（中型）自動車第一種免許を取得されている方
  　　※以下の方は受験することができません
  　・ 刑事事件に関して、禁固以上の刑が確定し、その執行が終わるまでまた

はその執行を受けることがなくなるまでの者
  　・成年被後見人または非保佐人
  　・ 日本国政府および国内の秩序を暴力をもって破壊しようとする団体を結

成し、またはこれに加入している者

■勤務条件等
 １）雇用形態　正規職員
 ２）勤務地　 立川市総合福祉センター（立川市社会福祉協議会）／立川市富士見

町 2-36-47

  　　　　栄福祉作業所／立川市栄町 5-38-4
  　　　　富士見福祉作業所／立川市富士見町 1-2-24
 ３）勤務日時　月曜日から金曜日までの 5日勤務
  　　　　　または、月曜日から土曜日までの交代制による週 5日勤務
  　　　　　時間　a）午前 8時 30分から午後 5時 15分
  　　　　　　　　B）午前 10時 15分から午後 7時
  ※ 担当部署によっては aのみの勤務時間。また、土曜日は aの勤務時間と

なります
 ４）給与　本俸、地域手当、扶養手当、住居手当、期末勤勉手当、通勤手当など
  ※採用時 23歳（大学卒）の場合・・約 204,000円【本俸 +地域手当】
 ５）休暇等　 年次有給休暇 年 20日（4月 1日採用の場合は 15日）、その他特別

休暇あり
 ６）その他　社会保険、福利厚生制度あり

■採用試験日程等
 １）選考方法　小論文・面接
 ２）応募方法
   社会福祉法人立川市社会福祉協議会職員採用試験受験申込書（※受験区分に

より異なります）に必要事項を記入のうえ、最近 3月以内に撮影した上半身、
正面向き、脱帽した写真（カラー）を貼付（受験票にも貼付）し、以下の書
類を添付して、本人が直接本会事務局まで持参し、申し込みをしてください。

 【添付書類】 ※受験区分等により異なります
 　①保健師または看護師
 　ⅰ 平成 23年度以前に看護師または保健師免許を取得されている方
  a）看護師免許証または保健師免許証の写し  1通
  b）自動車運転免許証の写し  1通
  c） 90円切手を貼った「あて先」明記の返信用封筒（定形・長 3サイズ）1通（試

験結果通知用）
 　ⅱ 平成 24年 3月に看護師または保健師免許を取得見込みの方
  a）看護学校等の卒業見込証明書  1通
  b）自動車運転免許証の写し  1通
  c） 90円切手を貼った「あて先」明記の返信用封筒（定形・長 3サイズ）1通（試

験結果通知用）

 　②事務職または介護職
  a）大学の卒業（見込）証明書　1通

  b）自動車運転免許証の写し　1通
  c） 90円切手を貼った「あて先」明記の返信用封筒（定形・長 3サイズ）1通（試

験結果通知用）

 【受験申込書交付期間】　平成 24年 1月 10日（月）～ 2月 10日（金）
 【受験申込書交付場所】　立川市社会福祉協議会・総務係窓口、本会ホームページ
  ※ホームページアドレス　http://www.tachikawa-shakyo.jp/recruit.html
  ※ 窓口の場合、日曜・祝日を除く午前 8時 30分から午後 7時まで（ただし

土曜日は午前 8時 30分から午後 5時まで）
 【申し込み受付期間】　平成 24年 1月 20日（金）～ 2月 10日（金）
  ※ 日曜・祝日を除く午前 8時 30分から午後 7時まで（ただし土曜日は午前

8時 30分から午後 5時まで）
 ３）第１次試験
 　○小論文
  平成 24年 2月 19日（日）　午前 10時～ 12時　集合時刻：9時 50分
  　　　　　　　　　　　　　※試験時間はこの間の 90分です
  会場●立川市総合福祉センター （立川市富士見町 2-36-47）
 ４）第２次試験　※第１次試験に合格された方が対象です
 　○面接試験
  平成 24年 2月 25日（土）　※ 開始時刻については、第１次試験合格者に通

知します
  会場●立川市総合福祉センター
  ※ 各試験日の集合時刻は、試験開始 10分前とします。試験開始時刻を過ぎ

た場合は受験資格がなくなります。
 ５）試験結果
  第１次試験、第２次試験とも、受験者全員に 1週間以内に通知します。

■その他
 １）試験日当日は、受験票、筆記用具を必ず持参してください
 ２）提出書類については返却します（※採用された方を除く）

■問い合わせ
 立川市社会福祉協議会・総務係（担当／小井詰・岡部由美）
  〒 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　Fax：042-529-8714　E-mail：aiaics@whi.m-net.ne.jp

8
古紙配合率70%
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

◆年始早々に風邪をひき仕事も休んでしまいました。ちょっと気が緩ん
だ様子。切り替えないと！（晶）

◆成人式20歳からの責任を持ってほしいと思う。うるさい程の会
場が静まりかえった、九小児童の心に響く和太鼓演奏、感動でし 
た。（英）

◆寒風の中、桜の小枝につぼみが少し膨らんできた。プランターの土、
消毒と肥料補給しなければ…まだいいか。（尚）

次回の発行は、5月1日です。

■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相続相談は、2月のみ 2月14日（火）と2月27日（月）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）   

立川市社会福祉協議会職員募集


