
10月1日より、赤い羽根共同募金運動が始まります
● 今年度集められた寄付金は、共同募金会を通して、次の事業に
重点配分される予定です。
・社会福祉法に基づいた地域福祉推進を目的とする事業
・社会的な要請が特に強い、地域社会における子育て・家庭支援活動事業
・NPO等、市民活動団体が行う開拓的な地域福祉活動

○立川市社会福祉協議会では、
・市民活動センターたちかわ機材貸し出し事業
・専門相談事業
・立川市心身障害者スポーツ大会
・地域懇談会　　　　　　　　　　　　など

※インターネットにて募金の使途を確認することもできます。
赤い羽根共同募金ホームページ
www.akaihane.or.jp

●問い合わせ先　立川市社会福祉協議会  総務係 ☎ 042-529-8300

●"募金で行う地域福祉活動"に、ご協力ください。
今年も、赤い羽根共同募金運動が全国で一斉に始まります。
共同募金運動は、地域のみなさまの支援で、民間の社会福祉事
業を支援していく募金運動です。

昨年度は、４，８３０，７７２円（各自治会協力募金４，７００，０８８円、窓
口による一般募金１３０，６８４円）の募金をいただき、共同募金会の
配分委員会・理事会・委員総会にて公正な審査を経て、共同募金
会に申請のあった立川市内の地域福祉サービスをおこなう、民間の
社会福祉施設・団体へ配分されました。

共同募金運動はみなさまの「たすけあい精神」に支えられ、66回
を迎えます。今年も共同募金運動にご協力くださいますよう、お願い
いたします。

～至誠キートスホーム～
この度、社会福祉法人東京都共同
募金会様より、「平成２４年度共同募
金第一次Ａ配分」として、当至誠キート
スホームに寝たきりの高齢者の方のた
めの特殊浴槽とストレッチャーをいただ
けることになりました。配分金額としまし
ては４，８９０，０００円となっています。こ
れまでの浴槽は平成１２年開設以来、
使用しておりまして、最近では故障する
ことも多くなっていましたので、今回の
補助決定は大変ありがたく思います。
東京都共同募金会様はじめ、赤い羽
根共同募金運動にご協力をいただいた
市民の皆様に御礼申し上げます。

東京都立川市錦町６－２８－１５
社会福祉法人 至誠学舎立川 

理事長　髙橋利一
　　常務理事　橋本正明

（至誠ホーム長）

 

○ NPO法人自立生活センター・立川　地域生活支援センター・
パティオの自動車
地域生活支援センター・パティオは、精神障害の方の相談支援を行うセンターです。
パティオでは利用者の相談支援や日常生活のサポートをするために、さまざまなプロ

グラムを実施しています。本人の力試しや利用者同士が生きる力を高めあうための、と
ても大切な事業です。
平成23年度の共同募金配分金で購入した自動車は、主にこのプログラムに参加

する利用者の送迎に使われています。利用者の中には、精神障害があるために公共
交通機関が使えない方、身体障害も併せ持っている方、高齢の方などがいらっしゃいま
す。この自動車があることでプログラムに通うことができ、ありがたいとの声をいただい
ています。

共同募金は地域の助け合いです。今年も皆様のご協力をお願いいたします

～赤い羽根共同募金は、市内の事業所に配分され、有効に使われています～

赤い羽根のマークが入っています。
今日も立川のどこかを走っています。

車椅子の方でも楽に乗り降りが
できます。
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あんたちにゅうすあんたちにゅうす
重点推進事項の推進について　～地域あんしんセンターたちかわにおける権利擁護の取り組み～

◆市民参画による権利擁護の推進◆
地域あんしんセンターたちかわでは、成年後見制度における第三者後見人等連絡会の開催や本会が行う法人後見活動の一層の充実を目的とした

「後見支援員」の養成を開始して、市民参画による権利擁護の推進を図っています。

12月1日(土）「後見支援員」養成説明会
時間：14:00～　　場所：立川市総合福祉センター　2F　視聴覚室

今年度は12月1日に、後見支援員養成講座の説明会を予定しています。この説明会に参加された方で、その後の養成講座に参加を
希望される方を対象に、後見支援員として必要な知識を学んでいただきます。

○立川市の福祉施策と立川社協について
○成年後見制度の概要と法律活用
○後見支援員活動について

○高齢者や障害者の理解と関連施策について
○地域の現状について
○成年後見制度の活用について　　　　など

市民という専門性を活かし一緒に後見活動してみませんか？

■後見支援員の声
H23年度 後見支援員さんから、受講した動機と活動してみた感想を伺いました。（H23年度後見支援員さんの登録は6名です、その内3名の方か
らコメントを頂きました。）

認知症対応は重要という認識を
持つなかで、社協という信頼組織
が取組む後見支援活動に何か役
立ちたいと思いました。
支援員活動は職員に同行する実
務研修の形で利用者宅の訪問ですが、実際に従
事してみて“たいへんな仕事に就いた”というのが
実感です。変化する認知症状に寄り添い利用者
の生活支援にどう向き合うか、日々勉強です。

T．Mさん

市民後見人養成講座を受講し
て、判断能力が不十分な方が、
自分らしく生活ができるよう支援す
る担い手になれたらと思いました。
担当職員の方に同行し、ご本人
の生活支援や各種手続き等行
い、充実した日々になっております。幸いなことに毎週
お伺いする機会に恵まれ、少しずつですがご本人から
もお話をして下さるようになりました。

K．Yさん

それまで、日常生活支援員と
して活動させていただいてお
りました。さらなる、人とのか
かわり「後見支援員」との縁
をいただきました。
一人の人を支える為に組織、役割が明確であ
りますので安心して活動させていただいておりま
す。人がどうして生き抜いていきたいかのお手伝
いをしていきたいと思っております。

M．Mさん

成年後見制度とは・・・認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が、不利益を被らないよ
うに家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を選任してもらう制度です。

■社会的背景と立川市社協としての取り組み
現在、認知症高齢者は300万人を超え、この10
年間で倍増し、今や65歳以上の10人に一人が認
知症高齢者と言われています。
立川市では、平成23年度に65歳以上の高齢者
が36,317人となり、認知症高齢者数も2,727人と、
高齢者の7.5％が認知症と発表されています。また
独居高齢者や高齢者夫婦の世帯も増え続けていま
す。そのような高齢者を狙う悪徳商法の被害は増
え、安心して生活を送ることが難しくなっていま
す。また、障害者の親亡き後の不安も大きな課題
の一つです。

高齢化率
立川市
人口 65歳以上 75歳以上

昭和60年 145,941 7.30% 2.60%
平成  2年 153,041 9.14% 3.53%
平成  7年 155,832 11.24% 4.43%
平成12年 162,549 13.74% 5.26%
平成17年 172,132 17.96% 6.92%
平成22年 178,143 19.90% 8.50%
平成27年 183,000 22.30% 9.90%
平成32年 183,000 23.00% 11.30%

高齢化率の推移

成年後見制度の利用も増え続けていますが、制度施行直後の平成12年度では90％
以上を親族が後見人等を受任していたのに対し、平成23年度では、親族は約55％、そ
れ以外の第三者後見人が44％以上と、受任する成年後見人と本人との関係に変化が起
こっています。しかし、親族以外の成年後見人等の受け皿不足は全国的な課題となって
います。
それを受け、厚生労働省や東京都は市民を対象に市民後見人養成講座を開催してきま
した。立川市では、平成17年度より社会福祉協議会が、他に適切な成年後見人等がいな
い市民を対象に法人として成年後見人等を受任するなかで、成年後見人等の責任の重さ
や判断の難しさ、本人主体の支援の難しさを痛感し、すぐに市民後見人として一人で後
見業務をおこなうのではなく、独自に平成23年度より後見支援員養成講座を開催し、受
講終了者に後見支援員として、当会の法人後見受任ケースを一緒に支援していただいて
います。被後見人等の多様なニーズに対応し、地域住民の視点（市民としての専門性）を
持つ市民と協働による後見活動を行うことで、被後見人等の生活の質の向上が図れると
考えています。

成年後見人と本人の関係の移り変わり

■親族後見人
（親、子、兄弟姉妹、配偶者、その他親族含む）
■第三者後見人
（弁護士、司法書士、社会福祉士、社会福祉協議会、その他含む）

平成23年度

55.6%
44.4%

90.9%

9.1%

平成12年度

立川市社協の顧問弁護士・赤沼康弘氏より

判断能力が減退した人たちを虐待やさまざまな被害から守り、また社会から孤立し
ないように支援するため、成年後見制度を積極的に活用することが強く求められてい
る。地域に密着してきめ細かい支援を実現することができる社会福祉協議会とその法
人後見に対する期待は年々大きくなっている。そして、後見支援員は、その人的基盤で
ある。社協及び後見支援員の献身的な活動は無縁社会といわれる状況を変える力にな
り得るだろう。

弁護士・赤沼　康弘（アカヌマ　ヤスヒロ）氏・・・
現在、日本弁護士連合会高齢者・障害者の権利に
関する委員会、日本成年後見法学会副理事長、同学
会成年後見制度改正委員会委員長を務めている。

拡大版

2

説明会の申込み・お問い合わせは…
地域あんしんセンターたちかわ　　☎ 042‐529‐8319



平成24年度（2012年度）立川市障害者
週間「絵でつながる思いやりの輪」
平成24年度（2012年度）立川市障害者
週間「絵でつながる思いやりの輪」
立川市では障害についての理解を促進、及び心

のバリアフリーを推進し、障害のある人もない人も
一緒に暮らせる社会及び地域にすることを目的に、
独自の障害者週間を定めています。
障害者週間期間： 
平成24年11月18日（日）～25日（日）
〇講演会「障害者虐待防止法と私たちの暮らし」
日 時： 平成24年11月18日（日）
場 所： 立川市女性総合センターアイム　ホール
入 場： 無料（直接会場にお越しください。）
受 付： 13時00分　開 演：13時30分～15時00分
講 師： 大石剛一郎氏（NPO法人PandA―J副代表・弁護士）

〇展示・体験・相談会　
平成24年11月20日（火）～25日（日）10時00分～16時00分
　※初日のみ13時～
立川市役所多目的プラザ
・市内小学4年生が描いた障害者に関する絵の展示
・ 福祉機器展示相談（リフト、コミュニケーション機器、iPadで利用でき
るアプリ等の紹介）
・市内福祉団体の紹介パネルや作品等の展示
・立川市障害者虐待防止センターのパネル展示
・車いす体験、幻覚・幻聴体験
・ピアカウンセラーによる相談（14時～16時）
柴崎学習館
障害者福祉サービスのパネル展示
市内福祉団体のパンフレット展示

障害年金相談会
11月23日（金・祝）25日（日）10時～16時
場 所： 柴崎学習館会議室
年金相談の予約・問い合わせ： 立川麦の会／

☎507-6015（岡田宛）

■ 立川市障害者週間に関する問い合わせ
立川市障害者週間実行委員会事務局：
立川市福祉保健部障害福祉課（担当：石川・原島）
☎042－523－2111（内線：1516・1521）

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。
今年は、オルガンの独奏や国立音楽大学オペラ研究会によるオペラ、

金管バンドくにたちブラスクワイアーによるアンサンブル演奏をお届けしま
す。ご家族やお友達と、ぜひお越しください。

日　時： 平成24年12月1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。

問合せ： 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

ふれあいミュージックフェスティバル2012
開催のお知らせ

ふれあいミュージックフェスティバル2012
開催のお知らせ

多摩地域で働くハンディキャップのあ
る方々が手づくりしたお品物を販売いた
します。

　ちくちく展は今年、10回目を迎えます。
10年の感謝の気持ちを込めて、今ま

でご要望の高かった「つるし雛」や「東日本大震災被災者応援グッズ」も
準備中です。

今年も大切な人を思い浮かべながら、ちくちく展でのお買い物をお楽しみ
ください。

日　時： 11月28日（水）～12月3日（月）  10時～8時（最終日は5時終了）
会　場： 伊勢丹立川店6階 ハートフルステーション内
問合せ： 伊勢丹立川店6階 

立川市社会福祉協議会あいあいステーション
☎０４２-５４０-７４８４（直通）（受付時間：10:00～18:00）

手づくり雑貨の販売会
第10回　ちくちく展
手づくり雑貨の販売会
第10回　ちくちく展

第８回　地域福祉市民フォーラム ２０１２
【高齢になっても、障がいがあっても、

誰もが共に安心して暮らせるまち】

第８回　地域福祉市民フォーラム ２０１２
【高齢になっても、障がいがあっても、

誰もが共に安心して暮らせるまち】
今年度の地域福祉市民フォーラムの基本

テーマは、「高齢になっても、障がいがあっても、
誰もが共に安心して暮らせるまち」です。基調講
演、認知症サポーター養成講座では、認知症の
基礎理解と対応、認知症サポーターの取り組み
について学びます。その後、住民同士をつなぐ
取り組みを継続して取り組んでいる地域の関係
者によるシンポジウムを開催します。これからの
まちづくりや地域福祉の推進について、市民間
で考えていきたいと思います。

開催日時： ２０１２年１２月８日（土） 
１３時～１６時半（受付 1２時３０分～）

開催場所： 立川市女性総合センターアイム　１階ホール
参 加 費： 無料

（１）基調講演
【テーマ】 「認知症の基礎理解と対応」
【講　師】 国家公務員共済組合連合会　立川病院　神経内科
 部長　太田　晃一 氏

（２）認知症サポーター養成講座
【講　師】 立川市地域包括支援センター職員

（３）シンポジウム
【テーマ】 「誰もが共に安心して暮らせる地域づくり」
【コーディネーター】 立川市社会福祉協議会 山本　繁樹氏
【シンポジスト】 

立川市高齢福祉課在宅支援係長
 守屋　雅章氏

立川市けやき台団地自治会副会長
 中澤　映子氏

障がいのある人もない人も暮らしやすい立川を考える会
 野々久美子氏

立川市社会福祉協議会　地域福祉コーディネーター
 早川　郁子氏
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今回は栄町にお住まいの立川市災
害ボランティアネット・事務局長の矢
野和孝さんにお話しを伺いました。

●「平成狸合戦ぽんぽこ」の構想の
地・町田市の里山開発で防災を
学ぶ
矢野さんの以前の住まいは里山の

麓。ホタルが家の中を飛び交うのど
かな場所でしたが、開発話が持ち上
がりました。土地環境は、阪神・淡
路大震災、宮城県沖地震などで地滑
りを起こした地盤・土地形態にそっく
り同じ、開発中止を求める運動もむな
しく、移転を余儀なくされた経験をお
持ちです。
移転先は、同じ町田の玉川学園、

山を削った分譲住宅街、前の谷
や ち た

地田
を埋め立てた土地と違い地震の揺れ
がほとんど感じないところでした。地
震と地盤の関係を改めて認識された
とのこと。地震には強いけれど、普段
の生活には山の上からの買い物など
は大変…と奥様。錦町に在勤してい
たこともあり立川の土地勘があり、3
年前平らな立川に住まいを変えたそう
です。
社協との関わりは10年程前から。

立川市総合防災訓練への参加、防
災企画のお手伝い、新型インフル
エンザについても社協職員に認識を
深めてもらうための研修会の提案など
を通じ、その後も不思議な縁で今に
至っています。
里山開発と向き合う頃に、家族を

守るため集中的に災害について、地
質のこと、地盤のこと、地滑りのこと
など、多くの研究者の講義を受け、
勉強をして、災害を抑止する運動をさ

れたそうです。以前、矢野さんが住ん
でいた土地周辺は、今は矢野さんの
願いかなって小さな公園になっている
そうです。
矢野さんの知識の多さ、ネットワー

クの広さには驚きを隠せません。それ
は町田での住民活動からの積み重ね
があったからだったのですね。

●知ることを恐れない
昨年の東日本大震災で津波に襲

われたにも関わらず、小中学生の生
存率が99.8%だった岩手県釜石
市。このことは「釜石の奇跡」と呼ば
れています。その背景には、市内の
学校で群馬大学の片田教授が携わ
り、生徒・教員に対して「想定に縛
られず、ベストを尽くせ、自分の命は
自分で守れ」と防災教育を受けてき
たことにありました。「釜石の奇跡か
ら学んだことは、知ることを恐れない
ということ。片田教授が子どもたちに
教えたように、自分にとって嫌なことに
も向き合って備えていく精神を持って
いたいです」と、矢野さん。好きな言
葉は「彼を知り己を知れば、百戦危
うからず」。知識が豊富な矢野さんら
しいお言葉です。「水は低い方に流
れる。情報も同じだと思います。なの
で、自分を低くして情報や知恵をいた
だけるようにしています」と、人当たり
のよい笑顔で話してくださいました。

●立川市災害ボランティアネットの
立ち上げ
立川市災害ボランティアネット（以

下：立
たちさい

災ボ）の誕生には活動分野・
経験の違いもあり、立ち上げに苦労
されたこともあったそうです。そんな折

に都立高校の奉仕の授業に防災教
育を依頼され、高校生と向き合う中で
結束力が生まれ前進することができた
そうです。
メンバーには自治会役員、元市役
所職員、老人会、障害当事者、建
築家、不動産関係、被災地ボラン
ティア経験者など所属は様々。現
在、16人のメンバーで日々活動をし
ています。
「色々な経験を積んだ人材が集
まっているので、みんなで知恵を持ち
寄れます。そこが強みですね」。
9月から、災害ボランティアリー

ダー養成講座も始まりました。防災と
地域のつながりから見た基調講演、
市民向けの図上訓練、応急救護な
ど内容は盛りだくさんで、講師陣も充
実されています。「例えばまち歩き一
つとっても講師によってやり方はそれ
ぞれ違います。コースが決まっていて
そこを点検する方法、何も指示を出さ
ないで宝探しのように歩く方法など。
そういう中で一人ひとりが街を見る目
を確かなものにして欲しいです。災害
時、自分たちがどんなことができ行動
できるかイメージが持てるように、そう
いう感性を磨く場になればと願ってい
ます」。立災ボや講座を受けた後の
今後の展開が楽しみです。

●自分の経験を誰かに活かしたい
精力的に活動をしている矢野さん

の原動力は？
「誰かの役に立ちたいという気持ち
ですね。自分が勉強したことが、誰か
の役に立つのは嬉しいです。勉強し
たものは無駄になりません。でも我流
はダメです。他の人にも聞いて裏付

けを取ってから人に伝えるようにして
います」。
矢野さんの今後の目標をお聞きし

ました。「防災の取り組みを通して顔
の見える関係、声を掛けあえる関係
を作っていきたいです。また私個人
の夢ですが、立災ボでボランティア
バスを出し、被災地支援もできればと
願っています。」
以前、グループで防災頭巾の作り

方を教えていただいたその折も、経
験の中での助け合いの工夫を聞かせ
てくれました。矢野さんの経験、実践
されているお話に引き込まれ納得。
3.11から特に関心の高い防災意
識、多摩直下地震、立川断層、正
確に知ることの大切を改めて感じまし
た。減災のための努力。同じように
近所づきあい復活の一歩にしたいで
すね。

（竹内英子）

奥山　陶子
（オクヤマ　トウコ）
◆ 地域あんしん
センター係

「知ること」から始め、たくさんの人との出会いから
ひとつひとつを学んでいきます。人の思いを一番
大切に考える支援をさせていただきたいと思ってお
ります。どうぞよろしくお願いします。

NEW
FACE
NEW
FACE

新しい職員が入職しました

立川市災害ボランティア
ネット (通称：立災ボ )
昨年の東日本大震災を機に正式発足。
市内学校における防災教育や防災まち
歩き・炊き出し訓練、防災・減災啓発
講演、防災頭巾づくり講習などを実施。
今年9月からは計7回の連続講座で、
災害ボランティアリーダー養成講座を
主催。5年間繰り返し実施予定。
防災、減災に関心のある方であれば、ど
なたでもご参加できます。災害時を乗り
切る知恵やスキルを、みんなで楽しく出
し合ってみませんか？

○問合せ先
☎080-5001-6219（矢野さん携帯）
*  tachi.saibou@gmail.com

職員の退職について

平成24年7月31日付で1名、8月31日付で
2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。
上水流　優 ◆ 地域あんしんセンター係
山下　圭子 ◆ 通所福祉係
橋本　　梓 ◆ 通所福祉係
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元気 人
人の和、智

ち え

慧の和が
輪のように
広がり、
災害に強い
街に
矢野　和

まさたか

孝さん ● 栄町

物忘れ外来など、私たちの身近なとこ
ろで認知症医療に携わる医師、岡 瑞紀
先生を講師に招き、ヘルパー（介護職）
として活躍するための知識を学びます。
また、これまで地域で活躍してきたヘル
パーの実践の中からホームヘルパーの
役割について考えます。
今回の研修では、公開研修としてヘル
パー資格を保有しつつも就業していない
方、また今後資格取得を考えている方、
ヘルパー業務に関心のある方などの参
加を歓迎いたしますので、ふるってご参
加ください。

【第一部】 講演「認知症の方を支える地域医療」
 講師： 岡　瑞紀氏

（慶應義塾大学 医学研究科大学院
精神神経科メモリークリニック医師）

【第二部】 事例報告「ホームヘルパーによる
ＱＯＬ向上の取組み」

 ゲスト進行役：壹ツ石恭子氏
（ＮＰＯこっとん居宅介護支援事業所　管理者）

日　時 : 10月13日（土）9：30～11：30
 （受付9：10～）
場　所 : 女性総合センター・アイム　ホール
費　用 : 無料
定　員 : １５０名
申込み : 当日直接会場へ
問合せ : 立川市社会福祉協議会
 在宅サービス係
 ☎042-540-0821

ヘルパー資格保有者のための公開研修

「認知症の方を支えるホーム
ヘルパーの役割」
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ご加入いただき、ありがとうございます。 （平成 24年 6月 1日～平成 24年 8月 31 日現在）

平成 24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24年6月1日～8月31日　　総額 254,451円（敬称略）

日付 氏名・名称 住所 金額
6/4 建設ユニオン多摩中央支部　

立川分会
3,800

11 磯野俊雄 柴 崎 町 11,416
12 青山さおり 幸 町 10,000
12 エムズスタイル 10,000
15 匿名 10,000
22 匿名 5,000
25 第1地区民生児童委員協議会 541
26 石井セツ子 富士見町 3,000
28 第5地区民生児童委員協議会 1,226
28 第6地区民生児童委員協議会 1,483
28 匿名 21,135

日付 氏名・名称 住所 金額
29 匿名 3,000
30 第4地区民生児童委員協議会 70
7/3 旭屋不動産 高 松 町 5,277
4 匿名 2,000
6 磯野俊雄 柴 崎 町 9,526
10 明治大学校友会 立川地域支部 30,000
26 第6地区民生児童委員協議会 1,896
26 第5地区民生児童委員協議会 1,415
28 第4地区民生児童委員協議会 881
31 匿名 5,000
8/6 磯野俊雄 柴 崎 町 10,860
8 匿名 5,000

日付 氏名・名称 住所 金額
13 立川テニス倶楽部有志 30,000
16 匿名 1,000
20 立川市ダンス連盟 50,000
22 青山さおり 10,000
22 第6地区民生児童委員協議会 1,069
23 第4地区民生児童委員協議会 297
24 第1地区民生児童委員協議会 185
27 匿名 800
29 第5地区民生児童委員協議会 1,519
30 磯野俊雄 柴 崎 町 7,055

団体・企業名
立川市肢体不自由児・者父母の会 たつのこ 茶話本舗デイサービス西砂亭 JJけあサービス 立川シビル
国際ソロプチミスト 岩崎不動産株式会社 昭和ホテル 前田金属工業株式会社
株式会社ドリーミーあっぷる 食工房　ぱる 市民のひろば　憲法の会 武州交通興業株式会社
河辺印刷株式会社 宗教法人諏訪神社 株式会社立川印刷所 株式会社益子不動産
NPO法人立川子ども劇場 愛光あけぼの保育園 有限会社保寿産業 NPO法人相続アドバイザー協議会
税理士法人藤花 立川福祉作業所 医療法人社団築真会 チャイルドラインたちかわ
立川市手をつなぐ親の会 至誠保育園 小百合保育園 NPO法人しらゆり
NPO法人たちかわ多文化共生センター 立川市朗読サークル「こえ」 みんなの展示場　中村洋久絵画館 株式会社高島ビル
有限会社なとりビル 西東京産業株式会社 東京税理士会　立川支部 多摩信用金庫
株式会社けやき出版 有限会社えくてびあん 有限会社旭総合保険センター 立川女子高等学校
岩崎倉庫株式会社 東京みどり農業協同組合　立川支店 至誠学園 NPO法人共同作業所かたくり
株式会社朝雅 立川商工会議所 株式会社クスミエステート シバサキ保険事務所
立川麦の会 株式会社カンワ工業資材 株式会社アイサービス 社会福祉法人　恵比寿会
田中医院 訪問在宅理美容サービス ひまわりさん 有限会社四季会席　葵 アルムの丘ケアステーション
立川市商店街振興組合連合会 株式会社アサミ 東京リハビリ協会 株式会社福島屋　立川店
立川マザーズ 有限会社あいしょっぷ NPO法人やどかり NPO法人立川マック
パナソニックエイジフリー介護チェーン 立川 NPO法人国立ルピナズ カタバミ作業所 ヘルプ協会たちかわ　移送事業部 東京司法書士会　三多摩支会
杜のつどい 株式会社松野商事 株式会社カンワ工業資材 すみれの会
キネマたちかわ アサヒカルピスビバレッジ　東大和店 NPO法人マチエール　花音 宗教法人玄武山　普済寺
株式会社タカンナ こんぴら体操クラブ 株式会社多摩健康企画 NPO法人たんとの会
子育て支援ボランティア ミニトマの木 富士ゼロックス多摩株式会社 日本電技株式会社　東京本店 立川バス株式会社

平成24年度 立川市社会福祉協議会会員・会費 自治会一覧 （平成 24年 9月 10 日現在）ご協力いただき、ありがとうございます。
自治会名 準 個人 団体 合計 会費額

富一東協和会 62 62 41,000
東親会 89 89 46,000
富士見町二丁目自治会 6 76 82 125,200
上富士町会 85 85 45,000
東親和会 5 89 94 48,000
富士見町４丁目西町会 78 78 40,000
富士見会 84 84 50,000
喜多町会 99 99 51,000
親生会 95 95 52,000
立桜会 44 1 44 29,000
富士見町住宅自治会 14 14 15,000
レガリア会 4 4 4,000
富士見町支部　合計 11 819 1 830 546,200
しばさき会 8 129 137 67,900
柴一八幡会 81 81 46,500
柴一協和会 1 141 142 79,800
柴二東部会 33 33 19,000
柴富士会 77 5,000
柴ニ中和会 115 115 58,000
柴ニ南明会 156 156 78,000
柴ニ共生会 84 84 43,500
南親会 96 96 50,000
柴中会 103 103 64,000
柴三北町会 29 29 16,500
柴四東親和会 13 223 236 118,800
柴西会 50 186 236 112,300
柴崎町支部　合計 72 1,376 0 1,525 759,300
錦東会 57 57 32,000
錦東和会 1 66 1 68 43,300
錦二の中町会 79 79 49,500
錦和会 51 51 29,000
錦町五丁目親和会 7 118 125 71,550
錦六会 811 50,000
錦町支部　合計 8 371 1 1,191 275,350
羽衣会 6 193 199 100,100
羽衣町1丁目第2アパート自治会 143 5,000
羽衣本町会 340 170,500
東羽衣会 218 218 109,000

自治会名 準 個人 団体 合計 会費額
羽衣町二丁目北町会 13 156 169 87,800
羽衣町三丁目自治会 53 53 27,500
羽衣町みのわ会 188 1 189 100,500
コープ西国立自治会 232 7,000
羽衣町支部　合計 13 955 1 1,004 507,300
曙一東自治会 4 38 42 21,000
曙町一丁目西町会 116 116 60,000
曙一南自治会 32 125 157 76,600
曙町二丁目東和会 37 37 26,500
曙二北町会 23 23 12,500
曙三東町会 1 192 193 103,800
曙町三丁目仲和会 7 163 170 84,900
曙町支部　合計 44 694 0 738 385,300
高松町松友会 3 105 108 53,700
高松町一丁目協力会 1 177 178 96,600
高松町東友会 13 160 173 85,285
高松町南自治会 3 147 150 78,300
高松町高昇会 1 84 85 43,300
高松町三丁目松栄会 74 74 39,000
共栄会 63 63 32,000
高松町支部　合計 21 810 0 831 428,185
睦会自治会 104 104 53,000
第二団地自治会 25 25 15,000
弥生会 3 3 1,500
南栄会自治会 80 5,000
南部自治会 80 284 364 162,700
江の島道東住宅自治会 38 38 27,000
東栄会自治会 232 232 116,000
中砂自治会 39 58 97 37,550
栄町支部　合計 119 744 0 943 417,750
けやき台団地自治会 100 100 53,000
ときわ会 33 3,000
十番組自治会 128 10,000
緑ヶ岡ハイツ自治会 66 66 35,000
若葉町支部　合計 0 100 0 327 101,000
多摩文化村自治会 12 12 6,000
幸町2丁目都営アパート自治会 6 6 3,500
幸町支部　合計 0 18 0 18 9,500

自治会名 準 個人 団体 合計 会費額
七番組自治会 259 259 130,500
柏町六番組自治会 13 188 201 98,500
都営柏町第二自治会 255 5,000
青柳自治会 48 5,000
立川柏町住宅団地
管理組合法人評議会

26 26 15,000

みどり自治会 6 6 3,500
柏町支部　合計 13 479 0 795 257,500
四番組自治会 323 30,000
三番組自治会 2 328 330 169,200
大山自治会 27 27 15,500
二番組自治会 1 117 118 59,300
一番組自治会 8 239 247 125,300
砂川支部　合計 11 711 0 1,045 399,300
天王橋自治会 134 20,000
中里自治会 202 202 102,900
殿ヶ谷組自治会 78 78 41,500
西砂自治会 4 4 2,500
立川一番町東団地自治会 275 5,000
西砂支部　合計 0 284 0 693 171,900
市営江の島住宅自治会 39 7,800
旭自治会 22 5,000
九番組自治会 172 172 99,000
西けやき台団地自治会 240 30,000
文化村自治会 10 10 6,500
幸友会 9 9 4,500
立川幸町団地自治会 848 5,000
幸町六丁目自治会 51 142 193 85,550
都営立川幸町2丁目
第6アパート自治会

2 2 1,000

九重会 23 4,600
砂７七夕会 15 500
トミンハイム立川泉町自治会 391 10,000
エステート立川一番町
住宅管理組合

10 10 10,500

自治会連合会未加盟　合計 51 345 0 1,974 269,950

合計内訳：準会員 369 名　　個人会員 7,929 名　　団体会員 2名　　合計数（世帯数含む）12,113 名　合計金額：4,628,735 円



6

来たる10月27日、28日に『秋の楽市』が開催されます。「100倍」楽
しむからスタートして、今回で7回目の開催です。市民活動センターた
ちかわでは、今回も毎回恒例の「案内人ボランティア」を募集いたしま
す。イベントスタッフの一員になって、来場者の案内や、障害のある方
とふれあってみませんか。
「自分は役に立てるか分からない。」「ボランティアに興味はあるけど
一歩踏み出すきっかけがない。」という方々、是非、お気軽にご応募くだ
さい。きっと良い経験になると思います。

 対 象： ボランティアに興味のある方（未経験の方歓迎です）
 日 　 時： 10月28日（日）　9:00～12:00
 集合場所： 昭和記念公園みどりの文化ゾーン
  「あけぼの口」前
 内 　 容： ①会場案内　②障害者の付き添い
 持 ち 物： 帽子・飲み物・筆記用具
 定 員： ①30名　②若干名
 締 切 り： 10月24日（水）
 申 込 み： 市民活動センターたちかわ
  ☎ 042-529-8323　（担当 :丸山、杉本）

NPO法人の設立に関心のある方。NPO法人ってなんだろうという方
などを対象とした入門講座です。NPOの意味や法人化の意義、手続きの
流れなどの基本的な説明をします。

 日 　 時： 10月18日（木）　19:00～21:00
 場 　 所： 立川市総合福祉センター　2階視聴覚室
 参 加 費： 500円
 定 　 員： 20名（申込み順）
 申 込 み： 市民活動センターたちかわ
  ☎ 042-529-8323

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

■第80回立川親と子のよい映画をみる会

『おまえうまそうだな』（アニメーション）
愛されて150万部 !心あたたかな感動の名作。宮西達也さ

んの絵本《ティラノザウルスシリーズ》が、映画になりました。
肉食恐竜と草食恐竜が大自然の中で、やさしい出会いをしま
す。お父さん、お母さんも思わずポロリと涙します。

 日　時： 11月23日（金・祝）
  ①10:10～12:00　②12:50～14:25
  ③15:00～16:35
 場　所： 女性総合センター・アイム
  ホール（立川市曙町2-36-2）
 参加費： 4歳以上、大人・子どもともに前売り券800円（当日券1,000円）
  障害者500円（前売り券・当日券ともに。介助者は無料）
 申込み・問合せ：立川親と子のよい映画をみる会
   　　  ☎ 042-535-1456（鈴木さん）

■第6回歯ミカップ　歯ミカップで会いましょう!

障害のある方の歯と口の健康づくりを応援する、表彰・発表のイベントです。地域の歯科医師
会より支援いただき、地域のボランティアが運営しています。

 日　時： 10月18日（木）　13:30～15:00
 場　所： 柴崎学習館　講堂（立川市柴崎町1-1-43）
 問合せ： 多摩立川保健所企画調整課保険医療係
  ☎ 042-524-5171／Fax042-528-2777

■実例を通して学ぶ成年後見制度

自分の判断力がなくなった時どうするか ?親族にはたよれない。迷惑はかけたくない。後見をしても
らいたいとき…どうする?実例を通して学びましょう。

 日　時： 11月17日（土）　13:30～16:00
 参加費： 無料
 場　所： 立川市総合福祉センター　2階視聴覚室（立川市富士見町2-36-47）
 定　員： 40名（申込み順）
 講　師： 金子 昭代氏　社会保険労務士
 申込み・問合せ：三多摩市民後見を考える会
  ☎ &Fax：042-531-0624／☎ 090-7832-6506（川杉さん）

■ホームヘルパー再チャレンジ講座～資格を眠らせていませんか?～

ホームヘルパーの資格は持って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いて、必ずしも実務を考えていない方も、復習の場として活用していただ
ければと思います。

 日　時： 11月10日（土）　9:00～12:00
 場　所： 至誠キートスホーム（立川市幸町4-14-1）
 内　容： 講義「認知症ケアについて」
   実習「介護技術の基本（おむつ交換、着脱介助、移乗・

移動介助など）」
 参加費： 無料
 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： 11月5日（月）
 問合せ： 至誠キートスホームヘルプステーション
  ☎ 042-538-2321／Fax：042-538-1302（鈴木さん）

■COSMOS2012大地と生命の讃歌

映画「アンダンテ～稲の旋律～」上映会
稲の成長とともに、再び自分を取り戻す物語です。「歩く速度で

ゆっくりと」を意味する「アンダンテ」の心地良い世界をお楽しみ
下さい。

 日　時： 10月21日（日）
  ①10:30～12:30
  ②13:30～15:30（開場は各30分前です）
 場　所： 国営昭和記念公園　花みどり文化センター　講義室（立川市緑町3173番地）
 参加費： 1,000円
 定　員： 20名
 申込み・問合せ：キネマたちかわ　☎ ＆Fax：042-563-1015（古橋さん）
  　　　　みちくさ倶楽部　☎ ＆Fax：042-584-3568 （酒井さん）

■第12回心の健康を考える講演会

「思春期の心の病」についての正しい理解と、早期発見・支援のため
に家族や学校など、周囲がどのような点に配慮したら良いかを考えます。講
師の方には、駒木野病院児童精神科外来の経験や新病棟設立の経緯、
発達障害や若年期の薬の服用についても触れていただく予定です。

 日　時： 10月20日（土）　14:00～16:00（開場13:30）
 場　所： こぶし会館　第1集会室（立川市幸町5-83-1）
   対 象： 精神障害者のご家族・ご本人及び一般市民
 参加費： 無料
 定　員： 100名（直接会場にお越しください）
 講　師： 長沢 崇氏　青渓会駒木野病院児童精神科医長
 問合せ： 立川麦の会　　☎&Fax：042-507-6015（岡田さん）

イベント・講習・講座

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・祝祭日はお休みです

連
絡
先

ボランティア半日体験
｢楽市を107倍楽しむ案内人ボランティア大募集！｣

NPO法人設立ガイダンス
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ひと・モノ・募集

■立川パーキンソン病友の会・準備会～ボランティアさん募集～

パーキンソン病をお持ちの方・そのご家族が集う会に、協力して下さる方を募集します。奇数月・
第4火曜日に友の会準備会として、定例会を行っています。準備会にあたり、①チラシ・会報作成・
発送作業などの事務作業②会計（または補助）③ホームページ作成等、会の運営に関する内容で
す。今年度は友の会・準備会です。来年度正式に友の会発足に向け、準備を進めていますので、
協力していただける方は役員会へ参加ください。

 日　時： 10月23日（火）　13:30～
 場　所： 立川市総合福祉センター　2階ボランティアルーム
  （立川市富士見町2-36-47）
 問合せ： 北部中さいわい地域包括支援センター（水村さん）
  ☎：042-538-2339

■「支えあいサロン」昼食会・羽衣（調理実習・試食会）を開こう!

講習会
孤立は社会問題となっております。少しでも孤立の対策になればと思っています。みなさまのご理
解ご協力心からお願い申し上げます。どなたでも参加できます。また、ボランティアをしたいと思って
いる方も歓迎しています。

 日　時： 10月12日（金）　10:00～12:00
 場　所： 羽衣中央会館（立川市羽衣町2-26-7 ）
 内 容： 「支えあいサロン」の詳細説明、質疑応答
 講　師： 立川市社会福祉協議会職員
 参加費： 無料
 申込み・問合せ：公的施設に市民交流喫茶室をつくる会
  　　　　☎ 090-4960-3027（箱石さん）

■裁縫ボランティア募集

衣類の破れやボタン・チャックを直していただける方を探しています。知的障害のある方が頻繁に
衣服をダメにしてしまうので、修繕が得意な方にご協力して頂けると助かります。

 日　時： 必要に応じてお願いします
 場　所： ボランティアしていただく方のご自宅で作業していただきます
 問合せ： 特定非営利活動法人やどかり生活介護支援事業所いろりん
  ☎＆Fax：042-526-1279（木村さん）
  *  irorin@rice.ocn.ne.jp

■みんなの展示場　中村洋久絵画館からのお知らせ

○岩﨑　博の「ガリ版画・水彩画展」
これまで、ガリ版小品展や雑誌掲載の挿絵「原画展」など展示し、毎回人気があり、今回で第

4回を迎え、新たな創作に取り組みアイデアを生かしたガリ版画やガリ版を基礎にした水彩画約
30点。その他、豆本、ポストカードなども展示。

 日　時： 10月6日（土）～28日 （日）　10:00～16:00　土・日祝日開催
   （一報いただければ平日観覧可）

○荻上　正子の「淡彩画展」
色の「にじみ」や画用紙の「白」を生かした見ごたえのある作品展です。高齢の中、多くの病

気から立ち直り、生きがいを絵筆に掛けた逸品です。
 日　時： 11月3日（土）～25日 （日）　10:00～16:00　土・日祝日開催
   （一報いただければ平日観覧可）

○第6回「水彩画スケッチ教室」24年度後期生徒募集!
旅先でお土産を買うのみでなく、思い出づくりにスケッチが描ければ一層楽

しさが増します。経験豊富な講師が立川市内を中心に、初歩から丁寧にお教
えします。初心者大歓迎 !

 日　時： 毎月第二、第三土曜日（毎日継続）  10:00～12:00
 申込み：  随時　
 会 費：  月2回2,000円　入会金なし
 その他：  申込み者には別途詳細な文書通知
　　　　　※既に他でスケッチの経験がある方には、次の段階もあり別途相談

○「デジカメ写真教室（操作～パソコン取出まで）」生徒募集しています
※個人・団体で描いた作品の展示もできます。詳細はお問合せください。

 申込み・問合せ：みんなの展示場　中村洋久絵画館（立川市柴崎町2-21-17）
  　　　   ☎＆Fax：042-524-4702／*  h-naka77@zat.att.ne.jp（中村さん）

■キューティ・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～

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

■「パソコンを楽しもう」受講生募集のお知らせ

パソコンを始めて間もない方と、パソコン初心者入門講座です。

 日　時： 10月4日（木）、10月12日（金）、10月18日（木）、10月24日（水）、
  11月1日（木）、11月9日（金）、11月15日（木）、11月28日（水）
  各日10:00～12:00と13:30～15:30
 内 容： Jtrimで画像加工、ワードで名刺作成など
 費 用： 1回200円
 対 象： 市の入門講座受講者・その他初心者
 定　員： 各コース16名（パソコンを持参して下さい）
 場　所： 高松学習館（立川市高松町3-22-5）
  砂川学習館（立川市砂川町1-52-7）
 申込み・問合せ：パソコン相談員研究会
  　　　　☎ 090-3083-1816（中村さん）

■カウンセリング無料講演会・相談会「自分を活かす会話の力」

自分を活かし相手と良い関係を築くためには、より良い会話が求められます。今の時代に適した、
心を癒すコミュニケーション法を心理カウンセリングの視点から考えます。講演会終了後、希望者
には家庭内の問題無料相談会があります。

 日　時： 10月26日（金）　10:00～12:00
 場　所： 立川市市民会館  地下1階（立川市錦町3-3-20）
 参加費： 無料（講演会・相談会とも　要予約）
 講　師： 坂田　雅彦氏（家族問題カウンセラー／行政書士）
 申込み・問合せ：NPO法人ライブリー　☎ 042-548-4456（内田さん）

■ボランティア講座のお知らせ

ボランティアに関心のある方、一歩踏み出す準備を一緒にしませんか ?シニア世代の皆様、あ
なたの経験を活かして下さい。

 日　時： ①11月14日（水）　②11月21日（水）　③11月28日（水）　④12月5日（水）
  各日10:00～12:00（全日出席できなくても可）
 場　所： 至誠キートスホーム（立川市幸町4-14-1）
 内　容： ①認知症の理解と対応
  ②興梠寛氏によるボランティア活動の講義
  ③介護実習　④ボランティア体験
  参加費： 無料
 定　員： 20名
 問合せ： 至誠キートスホーム
  ☎ 042-538-2323（大西さん、松田さん）
  *  ki itos-volunteer@shisei.or.jp

■パソコンで年賀状を出そう　無料パソコン相談会

少し早いですが、パソコンで年賀状を出す準備を始めません
か ?そのためには、「ワードの使い方に自信がない」とか「デジ
カメ写真をワードに入れたい」「住所録を作りたい」など、今から
準備をすることがいろいろとあります。ベテランのパソコンボラン
ティアが無料でお答えします。予約は不要。そのまま相談会場に
来てください。
※ノートパソコンの人はご持参ください。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　2階（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

■クラシック&クラシックジャズはいかが!　チャリティーライブ

東日本大震災復興に向けて、チャリティーライブを行います。今回で7回
目、売上の一部を避難されている方に寄贈いたします。
出演者は、Chyo Watanabe&Chamber Music Friends。特別出
演Violin合屋多満江、他にクラシックジャズトリオP.f.大野かおり、B.ギター
川本秋男、Cl.山本太郎、渡辺調匡。

 日　時： 10月10日（水）　18:30～（18:00開場）
 場　所： JAZZ HOUSEハーフトーン
  （立川市錦町1-2-5　三浦ビル2F）
 参加費： 3,000円（飲み物代別）　予約制
 申込み・問合せ：sSLcセフティーライフ事務所（立川市高松町1-29-2-102）
  　　　   ☎&Fax：042-529-0922（渡部さん）　※☎&Faxで前日まで申込可

■シネマのたまてばこ★2012～赤ちゃん連れで映画を観よう～

赤ちゃんを抱えるママやパパにとって、映画は縁遠くなってしま
いがち。そこで、今年もやります !赤ちゃんが泣いてもお互い様の
映画鑑賞会。赤ちゃん連れで映画館デビューにチャレンジしませ
んか ?会場にはオムツ替えコーナー、授乳スペース、ベビーカー
置き場、調乳用のお湯有り。困った時は、サポートスタッフがお
手伝いします !

 日　時： 10月31日（水）　10:00上映開始
 場　所： 立川シネマシティ（立川市曙町2-8-5）
 参加費： 一席1,000円（前売りのみ）
 定　員： 限定150席 　※赤ちゃんは膝の上に抱っこ
　 対 象： 2011年4月2日以降に生まれた赤ちゃんとその保護者

 その他：  上映作品は「白雪姫と鏡の女王」。10月10日より立川市役所子育て推進課・
子ども家庭支援センターにてチケット販売予定。

 問合せ： シネマのたまてばこ★2012実行委員会
  ☎ 090-8340-9494（山中さん）

■初心者向けの氣功教室

あたりまえに使っている氣というものをあえて意識してみることで、ご自身の変化を感じることができ
ます。まずは、ちょっとした意識や呼吸法を用いて「氣」の世界を学んでみませんか。

 日　時： 10月2日（火）  10月16日（火）いずれも 10:30～11:30
 場　所： NPO法人円十字協力（円氣功）（立川市錦町1-15-19 2階）
 参加費： 2,000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

生の支援や国内外の施設等へ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
  ☎ 042-528-0036（千葉さん、野原さん）　*  info@enjuji.org

■東京多摩立川アディクション・セミナー

仲間に会いに来ませんか？仲間と分かち合いませんか？仲間に力をもらい、自分が仲間の力にな
る。生きづらさも、喜びも生きているあかし。生きづらさを抱えている人が楽になるための寄合のグ
ループが、立川周辺で行われている自助グループをご案内するセミナーです。

 日　時： 11月8日（木）  午前の部 10:30～12:00、午後の部13:00～15:30
 場　所： 立川市女性総合センター・アイム　第3学習室（立川市曙町2-36-2）
 その他：  参加するグループ数により、開催時間などが変更になる場合がありますので、必ず

事前にお申込みをお願い致します。
 申込み・問合せ：ＬＦＧ多摩かるがも愛の家族立川事務所
   ☎ 090‐6650‐5017（渡邉さん）
   *  sizufumi.w@tuba.ocn.ne.jp
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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

◆我が家に子犬がやってきた。てんやわんやの毎日。
子犬も私たちもリズムがつかめるまで大変(＞Ｏ＜)
でも、かわいいっ。（晶）

◆取材の中で備えは一律ではなく、自分の家にあった
物を準備する。置き場所も考えて・・今物置に入れ
ている。（英）

次回の発行は、12月1日です。

■立川市社会福祉協議会専門相談（無料）　
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 3日曜日 税理士 完全予約制 1人 45分

年金・労働 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

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）　

※同一内容のご相談は年１回とさせていただきます。　 

社協広報誌『あいあい通
信』の企画・編集で構成する
編集委員によって行われてい
ます。誌面づくりに興味のあ
る方、一緒につくってみませ
んか？
取材、執筆、イラスト、地

域情報、校正など得意な方、
やってみたいと思った方は是
非社協までご連絡ください。
お待ちしています。

◆問合せ
　総務係  ☎042-529-8300

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）

毎週　木曜日
※ 10月 11日は相談員
研修のためお休み

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）   

※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。

募金箱設置のご協力

現在立川社協では、
義援金を募集している
ところですが、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

立川社協では、総合福
祉センター1階受付と2
階市民活動センターた
ちかわ、柴崎福祉会館に
「入れ歯リサイクル回収
ボックス」を設置していま
す。これは入れ歯のバネ
や、歯と歯をつなぐブリッジに使用されている貴
重な金属をリサイクルして換金し、本会やユニセ
フに寄付するＮＰＯ法人「日本入れ歯リサイクル
協会」に協力するものです。不要になった入れ歯
や処分に困っている入れ歯がありましたら、是非
ご協力ください。なお金属が使われていない入れ
歯等はリサイクルできませんのでご注意ください。
日本入れ歯リサイクル協会ホームページ

http://ireba-recycle.com/

問合せ●総務係　☎042-529-8300

入れ歯のリサイクルにご協力を 「あいあい通信」を
つくりませんか？




