
ああいいああいい通信
10月1日より、赤い羽根共同募金運動が始まります

今年も市民の皆さまのご協力をお願いいたします。
●問合せ先　立川市社会福祉協議会　総務係　☎042-529-8300

社会福祉法人愛光学舎　愛光あけぼの保育園

猛暑の中でも外で元気に
遊べました！

テーブルは行事にも大活躍です。

チャレンジこぶし
福祉工房こぶし
デイサービスみんなの広場１
デイサービスみんなの広場２
モアコート朝貝第１
モアコート朝貝第２
ワークショップモア
みずぼ寮

平成24年度の配分金で、日除けメッシュシートとテーブル4
台を購入させていただきました。　　　　　　　　　　　　　 

ここ数年猛暑が続き、屋上でのプール・水遊びでも熱中症が
心配されていましたが、日除けメッシュシートを増やしたことで、
子どもたちがゆったりと休憩を取れるスペースを確保することが
でき、安心して水遊びを行うことができました。　　　　　　　

またテーブル4台も屋上では日除けメッシュシートと一緒に使
用し、子どもたちの青空ランチに使用したり、行事ばかりではな
く普段の保育の中で活用することもできました。　　　　　　

屋上で使用することで保育スペースも拡大され、保育も充実
しました。職員一同、感謝しております。　　　　　　　　　 

今後も子どもたちが安心して過ごすことができるよう、そして
子どもたちが楽しい園生活を送れるよう、活用していきたいと思
います。ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　  

立川市内16の施設において、施設内の備品整
備や利用者の宿泊事業などに活用されました。

立川市社会福祉協議会でも、立川市心身障害者ス
ポーツ大会、市民活動センターたちかわ機材貸し出し
事業などに活用させていただいています。

●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、地域の皆さまの

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。今年で67回目
を迎えます。

平成24年度 募金額　４，３７０，２６７円
皆さまからいただいた募金は、共同募金会の配分推せん委

員会・理事会・委員総会の審査を経て、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行なう、民間の社会
福祉施設・団体へ配分されました。

○平成24年度　立川市内施設の配分先
立川寮
花音
えがおの家
愛光保育園
愛光あけぼの保育園
愛光第五保育園
ファミリーホーム砂川
曙寮
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あんたちにゅうすあんたちにゅうす
地域あんしんセンターたちかわの活動内容

立川市社会福祉協議会では、判断能力が不十分な方々の権利を擁護するため、平成15年7月1日に地域あんしんセンターたちかわを開設しました。
地域あんしんセンターでは、高齢や障害等で判断能力の不十分な市民が適切な福祉サービス等を利用しながら、安心してその人らしい生活ができるよ

うに支援しています。
★理念★

○本人意思の尊重　　　　　　　　○市民が最後まで自分らしく、豊かな生活を続ける
★センターの使命★

一人ひとりの生きる力を引き出しながら暮らしをまもり、住みよい地域づくり、ネットワークづくりに寄与する
★事業内容★

福祉サービス利用にかかる総合相談の実施 ／ 日常生活自立支援事業の実施 ／ 成年後見制度利用支援事業及び同制度の普及・推進 ／ 
成年後見制度の申立支援や親族・第三者後見人への支援、法人後見の受任等 ／ 入居支援福祉制度（住宅保証人制度）の実施 ／
相続相談の実施 ／ 虐待対応と虐待防止ネットワーク連絡会への参画 ／ 関係機関とのネットワーク形成

★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の活動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。

11月30日（土）　第三期 「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　2階　視聴覚室

今年度は11月30日に、後見支援員養成講座の説明会を予定しています。今回は、清水弁護士を講師に招き、成年後見制度の概
要について説明していただきます。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。

○立川市の福祉政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

最初は自分の人生や生き方を振り返るきっ
かけになればという思いでこの研修に参加しま
した。いざ現実の支援業務に従事してみると、
長年の人生を歩んできて、はからずも判断能
力や自分の記憶さえも失いかけている人を支
援する「後見支援員」の役割は地味ですが、
立川市民として地域の安全や安心に貢献で
きるものと信じています。  Ｋ．Ｍ後見支援員

サラリーマンを定年退職した後は、今ま
でと違う分野で活動してみたいとの思いから
後見支援員となりました。
「介護とか福祉の実務には無縁だった自

分に務まるのか？」という不安もありました
が、先輩職員の皆さんにいろいろと教えて
いただきながら、少しづつ前進できているの
かなと思っています。　　Ｉ．Ｋ後見支援員

立川市と共に障害者虐待防止に努めています 専門相談もおこなっています

■後見支援員の声
養成講座を受講された方の中から、平成23年度は6名、平成24年度は11名の方が登録されました。今回は、平成24年度の養成講

座を受講し、現在後見支援員として活動されている２名の方に、研修を受講した理由、実際の活動についての感想をお伺いしました。

★その他にも・・・★

成年後見制度とは、精神上の障害によって判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護を、本人に代わって
法的に権限が与えられた代理人（成年後見人等）が行い、本人が安心して生活できるよう本人を保護し、支援する
制度です。

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）にて、下記の相談も無料で受付けています！お気軽にご
相談ください。
★成年後見相談★
相談員：司法書士、社会福祉士
実施日：毎月 第２土曜日　１３：００～１６：００

 （完全予約制：お一人様６０分）
問合せ＆ご予約は・・・
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

 （月～金曜８：３０～１９：００／土曜８：３０～１７：00）
★相続相談★
相談員：相続アドバイザー協議会
実施日：毎月 第２・４火曜日 １３：００～１６：００

 （完全予約制：お一人様５０分）
問合せ＆ご予約は・・・
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）
※予約先が成年後見相談と異なりますので、ご注意ください。

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関す
る法律」が平成24年10月1日より施行されました。

障害者虐待防止センターの機能の一部を、立川市社会福祉協
議会が受託し、地域あんしんセンターたちかわが担当しています。

「虐待かな？」と感じたら・・・
家庭や施設、仕事場などで、障害者への虐待かもと気が付いた

人には、通報の義務があります。　　
地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待をされている障害者だ

けでなく、虐待をしている家族などが抱える問題の解決につながり
ます。通報者の秘密は守られます。勇気を持って、ご協力をお願い
します。

【平日の日中（8：30～17：00）の受付】
立川市障害者虐待防止センター
☎042-524-5773　（障害者虐待対応通報専用）
Fax：042-529-8676

【24時間365日（昼・夜ともに）の受付】
立川市社会福祉協議会障害者虐待防止専用ダイヤル
☎042-524-8774　（障害者虐待対応通報専用）

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？
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平成25年度（2013年度）立川市障害者週間
小さな手と手 つないでつくる 私たちの未来

平成25年12月3日（火）～9日（月）
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・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。この期間中、映画会のほ
か、展示や体験などのイベントを実施します。

〇映画会 「最強のふたり」
日　時：�平成２５年１２月８日（日）　１３：４５～（開場１３：１５）
会　場：�立川市女性総合センター・アイム　１階ホール
 （立川市曙町２-３６-２）
定　員：�196名（申込み順・入場無料）
 ※字幕・音声ガイド付き・車イス席あり
申込み：�11月11日（月）から生涯学習推進センターで受付
 ☎042-528-6872　Fax:042-528-6804
主　催：�立川市障害者週間実行委員会・立川市人権学習事業実

行委員会・立川市・立川市教育委員会

〇展示・体験・相談会
期　間：�平成２５年１２月３日（火）～９日（月）
会　場： 立川市子ども未来センター（立川市錦町３-２-２６） ほか
 ※ この期間中、数ヶ所でイベント実施予定。詳細はお問い

合わせください。

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

☎042-523-2111　Fax：042-529-8676
自立生活センター・立川 福祉ホットライン

☎042-526-1418　Fax：042-523-5545

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、ハンドベルリンガーズ Claire によるハンドベル演奏やオルガ
ンの独奏、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25年11月10日（日）　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（平日8:30～19:00、土曜日8:30～17:00）・FAX・E-mailで

受付。住所、氏名、電話番号、申込み人数をお知らせください。 
先着順（入場整理券がなくなり次第終了）。

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2013
開催のお知らせ

ふれあいミュージックフェスティバル2013
開催のお知らせ

第９回　地域福祉市民フォーラム ２０１３
【暮らしを支える地域包括ケアのまちづくり】
第９回　地域福祉市民フォーラム ２０１３
【暮らしを支える地域包括ケアのまちづくり】

わがまち　幸町
―　さいわい町地域懇談会　―

わがまち　幸町
―　さいわい町地域懇談会　―

今年度の地域福祉市民フォーラムの基本テーマは、「暮らしを支える地
域包括ケアのまちづくり」です。基調講演では、超高齢化社会を迎える日
本が、個人の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもと、可能な限り住
み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられるよう、地域
の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の考え
方について学びます。その後、立川市を基盤として、高齢者や障害があ
る方の暮らしの支援に、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、
皆さまと考えていきたいと思います。
開催日時：�平成２５年１２月７日（土）　１３：００～１６：３０（受付1２：３０～）
開催場所：�立川市女性総合センター・アイム　１階ホール
　　　　  （立川市曙町２-３６-２）
参�加�費：�無料（先着順　入場定員１９６名）
 参加ご希望の方は直接会場にご来場下さい

（１）基調講演
【テーマ】�「日本社会における少子高齢化の動向と地域包括ケアの推

進に向けて（仮）」
【講　師】�厚生労働省老健局 地域包括ケア推進官　岡島　さおり 氏

（２）シンポジウム
【テーマ】�「安心して暮らしていける地域づくり（仮）」
※【ドキュメンタリー映画上映のご案内】
タイトル：「大丈夫。―小児科医・細谷亮太のコトバ―」
　　　　  伊勢真一監督／2011年作品
内　　容：聖路加国際病院の小児がん治療の最前線で、長年にわたり
子どもたちに寄り添い続ける医師の姿。40年の医師生活の中でつづっ
た俳句を織り込みながら、「いのち」の流れと向き合う時空を鮮やかに切り
取った作品です。「2011年キネマ旬報文化映画ベスト・テン第1位」
開催日時：�平成２５年１２月７日（土）　１０：００～１２：００（受付９：３０～）
開催場所：立川市女性総合センター・アイム　１階ホール
　　　　　（立川市曙町２-３６-２）
参�加�費：無料
問�合�せ：�南部西ふじみ地域包括支援センター

☎042-540-0311 ／Fax:042-548-1747

■「さいわい町地域懇談会」ってどんな会？
平成17年に立川市社会福祉

協議会の声かけで始まりました。
幸町住民を中心とする懇談会で、
幸町にお住まいの方や、幸町を拠
点とする活動団体・施設の方々
など幸町に関心のある方なら誰で
も参加できます。「幸町の絆をつく
る！」をテーマに、それぞれの立場
で、幸町をより暮らしやすいまちに
するためにどうしたら良いかを自由に話し合い、様々なイベントを開催し
ています。

 

■具体的な活動
「月1回の集い」：主に第1月曜日の19時から21時、幸学習館に

集まっています。

〇こんなことをやりました
「防災」「ゴミの分別」「立川断層」をテーマとした講座や、夜回りを

行い、特に、拍子木を打ちながらの夜回りは子どもにも好評でした。そ
の他、防災マップ作りや子どもから高齢者までが参加できるようなイベ
ントの開催など、盛りだくさんに企画してきました。

■参加者の声
「幸町に引っ越して来て、地域のことを知りたいと思い参加しました」
「懇談会に参加してから、地域で挨拶出来る人が増えた」
「地域のことはもちろん、いろいろな活動を知れる」
「多くの人に参加していただき、みんなで幸町のことを考えていきたい」

ぜひ、一度「月1回の集い」に参加してみてください。

問合せは市民活動センターへ  　　　　　　（懇談会参加者一同）

平成25年度（2013年度）立川市障害者週間
小さな手と手 つないでつくる 私たちの未来

平成25年12月3日（火）～9日（月）
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今回は EA立川グループ広報担
当の渡邉さんにお会いしました。

EA立川グループは情緒、感情な
ど、さまざまな問題を抱えている方が
集まり、思いを話し、参加し続けるこ
とで問題を解決していくためのミー
ティング（場）を開いています。

笑顔の素敵な渡邉さんから出てく
るお話は聞きなれないことばかりで驚
きました。

●活動のきっかけ
渡邉さん自身も以前はアルコール

依存症で入退院を繰り返していたそう
です。病気になる前は名古屋で餃子
屋を営み、近くの老人ホームの人達
を招待したりしていました。しかし、ア
ルコール依存症となり病院に通うよう
になりました。医者からは、「酒は止
めたほうがよい」とは言われたが“止
めなさい”とは言われなかったそうで
す。「このまま酒を飲み続けたら死ぬ
よ」とはっきり言ってくれればいいの
に、生き方について医者は何も言わ
ない」と、渡邉さんも不安を感じ、自
助グループの必要性を感じたと言い
ます。

「お酒を飲めば最高に楽しいが、人
と向きあう事を考えない世界に入って
しまう」そのような方をやさしく迎え入
れ、自分と向き合う事が出来る。そん
な場をつくりたいと思い、現在の活動
に至ります。

●会を立ち上げる
退院するとき自分でも何かできない

か考え、病院スタッフの後押しもあり、
餃子屋の経験から餃子作りで仲間を
集め、思いを語り皆が集まれる場所を
探しました。そして、国立グループに
繋がり、しばらくは国立で活動していま
したが、福祉関係者から「どうせやる
なら立川でやったら？」と言われ、立
川周辺の人達にもこのようなグルー
プがあるということを知ってもらう必要
があると思い立川でグループを立ち
上げました。

●考える時間の大切さ
お酒やギャンブルに向かってしまう

原因は、母親・父親にもっと愛情を
そそいでもらいたかった、逆に期待さ
れすぎて負担になってしまった、など
心に問題をかかえていることが根っこ
にあったりします。渡邉さん自身、中
学1年生の時、父親への反発から親
とは違う生き方をしたいと思いました。
その父親も高校２年生の時亡くなっ
たそうです。そして、アルコール依存
症となり精神病院に入院…。お酒は
やめ、生活の場を立川に変えてから、
たばこ、パチンコも全部やめました。

自分にとっては、心と体を元に戻す
のが一番大事だと気づき、健康に豊
かな生活を取り戻すために考える時
間をもらい、10年がたち１つずつ変
わってきました。

●団体の説明
ACA や EA は様々な思いで悩み・

苦しみながら生きている人達のための
自助の会です。名前や住所などをど
こまで明かすかは、その個人に委ね、
話している人を批判せず、参加し続け
ることで心を楽にするというやり方、｢
無力であることを認めること｣「自分だ
けではどうしようもできない」と思うとこ
ろから、依存症回復のスタートとして
います。

入会金や会費はなく、自主的献金
によって支えられています。無料で場
所が得られ、参加者を待っていること
ができ、人が集まれる場所がどうして
も必要です。今は柴崎学習館や立
川市総合福祉センターを借りて会を
運営しています。

総合福祉センター
毎週月曜日14時半から16時。

柴崎学習館
毎週土曜日14時から16時

活動中

●今後目指すもの
今後は会員の了解を得ていき、こ

ども未来センターを借り、夜も開催し
たいと思っています。周知することの
むずかしさを感じています。心の問題
をもっている人がしゃべることができる
場所。そのような場所がどこでやって
いるか伝えていきたいです。

ゆくゆくは、NPO法人の立ち上げ
を考えており、自分と同じような境遇
にある人達が社会貢献して働く場を
つくるために動き出していらっしゃるそ
うです。

思いを沢山持っている渡邉さん。
前向きで、ひたむきな人への思い、
行動力に感心。

渡邉さんの“全ての人にささげる愛”
とても優しい目で語りかけられ、印象
的でした。

（竹内英子）

◇�知らない人達に伝える
ためにアディクション・
セミナーを開催

第２回　東京・多摩・立川アディ
クション・セミナー

日時：１１月１４日（木）　９：３０～
場所：�立川市女性総合センター　

アイム１階ホール

「ACA」・「EA」ってなんだろう。
参加することで心を軽くする会っ
てなんだろう。と思った方は是非
お立ち寄りください。

問合せ：6面「情報コーナー」
参照
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元気 人
渡邉　静文さん ● 高松町

立川・東日本大震災避難者を支援する会
～上砂町一丁目アパート・大山自治会の取り組み～

立川市内には東日本大震災で避難を余儀なくされた方が約８０世
帯暮らしており、そのうち約半数の方がいらっしゃるのが上砂町一丁
目アパート（通称：大山団地）です。大山自治会では避難者の方が
いらした平成２３年4月から「生活の不便がないように」「孤独感を深
めないように」とさまざまな取り組みをされています。去る7月12日に
は TBS のラジオ番組｢大沢悠里のゆうゆうワイド ｣内｢毒蝮三太
夫のミュージックプレゼント ｣ の生放送ラジオ公開収録が団地内の
集会室で行われました。

今回の公開放送は TBS の社会貢献をしたいという気持ちと、佐
藤自治会長の「皆さんが笑顔になれることをしたい！　ぜひ、毒蝮さん
を大山団地に！！」という気持ちが一致し、実現したものでした。

当日は関東地方の梅雨が明
け、蒸し暑い日にも関わらず、
50名近くの方が集まりました。
機材の関係で４台あるエアコ
ンを使うと、ブレーカーが落ちて
しまうため、エアコンは使用せ
ず、窓全開で行われました。部

屋の暑さと競うように、皆さんの期待も最高潮で部屋の入り口を取り
囲むように立って毒蝮さんを待ち、入ってきたら大声援！！毒舌のオン

パレードと思いきや、避難者の方々に話しかけ、復興が進んでいない
ことをラジオで訴えました。そして、避難者を受け入れている大山自
治会の「両隣見守りネットワーク」という活動を取り上げ、「向こう三
軒両隣だねぇ」「とんとん　とんからりと　隣組♪」と「隣組」の歌を
みんなで歌い、４番までの歌詞を一つずつ拾いながら、「戦時中にで
きた歌だけど、昨今では希薄になったことが、ここではできている」と
絶賛していました。

あっという間に収録は終了。しかし、そのあとの毒蝮さんを囲んで
の懇 談 会で、さ
らにみなさんが
笑顔になりました。

「 元 気 出た？今
日笑った？そのた
めだけに来たん
だよ」温かく語り
かけ、「自分は何
もできないけど、
知らないより知っ
てた方がいい」と避難者の方一人一人に話しかけていました。避難
者からも「大山自治会の皆さんに良くしてもらっている」と感謝の気
持ちいっぱいの時間になりました。

佐藤会長は、「いつも忘れないで多くの人から心温かいご支援をし
ていただき、心より感謝申し上げます」とおしゃっていました。今後も
私たちにできる支援を続けていきたいですね。

愛
・EA立川グループ
・ACA えどがわ　 

グループ
・ＬＦＧ多摩かるがも

愛の家族立川



近藤　忠信
（コンドウタダノブ）
◆事務局長
６月１日付で事務局長に就
任いたしました。地域にお

ける「人と人とのつながり」が希薄になってき
ている現在、市民の方が安心していきいきと
暮らすことができ、「立川に住んでよかった！」と
思っていただけるよう全力で取り組んでまいりま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

山内　啓安（ヤマウチノリヤス）
◆通所福祉係
　（生活介護支援事業所・マンボウ）
はじめまして。6月1日より生活介護支援事業
所に配属になりました。まだ至らない点が多い
ですが、日々学びの意識を持ち、常に謙虚な
気持ちを忘れずに職務を遂行していき、利用
者の皆さまにより多くの幸せを提供できたらと強
く感じます。どうぞよろしくお願いいたします。

高橋　賢次（タカハシケンジ）
◆通所福祉係
　（生活介護支援事業所・マンボウ）
6月1日付で入職しました。以前は、モノ造りの
世界で技術職として働いてきましたが、定年退
職を機に、人を支援する仕事に就きたいと考え
るようになりました。利用者の皆さまが、少しで
も良い時間を過ごしていただけるよう心がけて
います。よろしくお願いいたします。

関谷　美智子（セキヤミチコ）
◆在宅サービス係（ホームヘルプサービス）
はじめまして。6月からホームヘルプサービスで
コーディネーターとして勤めることになりました。
生まれも育ちも立川のため、立川市社会福祉
協議会に勤められた事をとても嬉しく思います。
皆さまのお役にたてる様精一杯努力して参りた
いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

飯田　宗一郎（イイダソウイチロウ）
◆在宅サービス係、通所福祉係
８月１日より地域生活支援課に配属されまし
た。理学療法士はリハビリテーション専門職

という事もあり、責任が大きいですが何事にも
努力していき、地域の皆さまの為に貢献できる
ように日々取り組んでいきますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。

森園　牧子（モリゾノマキコ）
◆介護支援係（地域包括支援センター）
　社協のホームヘルパーとして9年間お仕事
をさせて頂きながらコーディネーター、利用者
の方々に介護支援専門員の資格をとれるまで
育てていただきました。この度、9月から地域
包括支援センターで介護支援専門員としてお
仕事をさせていただきます。皆さまのお役に立
てるよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお
願いいたします。

西岡　祐三子（ニシオカユミコ）
◆地域あんしんセンター係
はじめまして。9月1日より地域あんしんセンター
たちかわで働かせていただいております。一日
一日を大切に皆さまと一緒に楽しく生活出来る
様、努力していきたいと思っています。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

NEW
FACENEW
FACE

新しい職員が入職しました

職員の退職について

新評議員について

平成25年5月31日付で1名、7月31
日付で１名の職員が退職いたしまし
た。市民の皆さまには大変お世話
になりました。

新たに評議員が就任されましたの
でお知らせいたします。

深田　則夫 ◆ 事務局長
貝田　節子 ◆ 介護支援係

　　（地域包括支援センター）

高橋　俊昭 ◆ （立川市ボーイス
カウト・ガールスカウト育成会）
任期　平成25年7月24日から

平成27年5月17日まで
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ご加入いただき、ありがとうございます。 （平成 25 年 6 月 1 日～ 8 月 31 日）
平成 25 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 25 年 6月1日～ 8月31日　　総額 793,596 円（敬称略）

日付 氏名・名称 住所 金額
6/3 武田直行 富士見町 5,000
15 青山さおり 幸 町 10,000
19 石井セツ子 富士見町 3,000
20 磯野俊雄 柴 崎 町 10,228
24 匿名 5,000
24 立川ＹＯＳＡＫＯＩ連 28,000
26 立川市第3地区民生委員・児童委員協議会 5,060
26 立川市第2地区民生委員・児童委員協議会 654
27 立川市第4地区民生委員・児童委員協議会 1,310
27 立川市第6地区民生委員・児童委員協議会 1,545
27 Ｄ’ステーション立川店 500,000

日付 氏名・名称 住所 金額
27 立川市幸町墓地建設反対対策協議会連合 柴 崎 町 80,429
28 立川市第1地区民生委員・児童委員協議会 91
28 株式会社　いなげや物流本部 6,904

7/4 武田直行 富士見町 5,000
11 立川市第5地区民生委員・児童委員協議会 1,036
16 匿名 5,000
23 立川市第2地区民生委員・児童委員協議会 731
25 西砂一番市民活動ネットワーク 35,915
25 立川市第6地区民生委員・児童委員協議会 1,097
26 立川市第4地区民生委員・児童委員協議会 1,650
26 立川市第１地区民生委員・児童委員協議会 2,139

日付 氏名・名称 住所 金額
31 磯野俊雄 柴 崎 町 11,394

8/2 武田直行 富士見町 3,000
6 匿名 10,000

12 立川市第5地区民生委員・児童委員協議会 1,012
14 匿名 1,490
20 立川市ダンススポーツ連盟 50,000
22 立川市第4地区民生委員・児童委員協議会 2,613
25 立川市第5地区民生委員・児童委員協議会 1,298
27 立川市第2地区民生委員・児童委員協議会 1,307
28 立川市第6地区民生委員・児童委員協議会 693
30 匿名 1,000

団体・企業名
NPO法人食工房ぱる 東京立川断酒新生会 NPO法人しらゆり 立川失語症さくら会
NPO法人立川マック 株式会社ハンディキャップ・サービス 河辺印刷株式会社 虹の音楽隊

三多摩市民後見を考える会 訪問在宅理美容サービス　ひまわりさん 株式会社高島ビル 武州交通興業株式会社
東京みどり農業協同組合　立川支店 たましんリース株式会社 株式会社ホテル昭和館　昭和ホテル NPO法人国立ルピナス　カタバミ作業所

有限会社四季会席葵 NPO法人マチエール　花音 芝建築設計事務所 シバサキ保険事務所
愛光あけぼの保育園 八舞て会 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

NPO法人こらそん いろりん 立川市手をつなぐ親の会 株式会社地域保健企画　ふくじゅ草
立川市母子寡婦福祉協議会　立川マザーズ 株式会社山本玉翠園 株式会社ドリーミー・あっぷる 立川麦の会

音訳＊おと 東京司法書士会三多摩支会 有限会社保寿産業 有限会社えくてびあん
栄町地区　グッドネイバーをすすめる会 宗教法人玄武山普濟寺 アーサ＆ハイジ株式会社 在宅介護福祉センターハイジ 東京税理士会立川支部

宗教法人諏訪神社 NPO法人相続アドバイザー協議会 アサヒカルピスビバレジ株式会社 東京エレベーター株式会社
NPO法人たちかわ多文化共生ｾﾝﾀｰ 学校法人村井学園　立川女子高等学校 NPO法人ゆるら 多摩信用金庫

NPO法人こぶしの会 岩崎不動産株式会社 株式会社立川印刷所 社会福祉法人幹福祉会　ヘルプ協会たちかわ
NPO法人共同作業所かたくり NPO法人柿木ネット　柿の木カンパニー 前田金属工業株式会社 株式会社益子不動産

NPO法人いもっこの会 有限会社なとりビル 有限会社旭総合保険センター 岩崎倉庫株式会社
豊泉興業株式会社 税理士法人藤花 時事通信社　立川支局 立川市婦人団体連絡協議会

社会福祉法人東京リハビリ協会 パソコン相談員研究会 株式会社アサミ 日本電技株式会社東京本店
富士建物管理株式会社 一般社団法人ほっとステーション 砂川口前さくらんぼ保育園 株式会社けやき出版 NPO法人たんとの会　立川けやき福祉作業所

株式会社松野商事 社会福祉法人至誠学舎立川　小百合保育園 株式会社福島屋立川店 株式会社多摩健康企画
立川市商店街振興組合連合会 国際ソロプチミスト立川 株式会社情報実業　ＪＪけあサービス NPO法人ガイドヘルプサービスあい

医療法人社団築真会　つづきクリニック チャイルドラインたちかわ 株式会社アイサービス 株式会社朝雅
文化・芸術いきいきネットワーク 株式会社東京ビルド 社会福祉法人恩賜財団東京都同法援護会 立川福祉作業所 アイキャン株式会社　パナソニックエイジフリー 介護チェーン立川

社会福祉法人至誠学舎立川 至誠学園 西東京産業株式会社 社会福祉法人至誠学舎立川 至誠保育園

平成25年度 立川市社会福祉協議会会員・会費 自治会一覧
（平成 25 年 9 月 9 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 47 47 30,500
東親会 12 81 93 44,900
富士見町二丁目自治会 4 209 213 105,500
上富士町会 25 71 96 41,500
東親和会 89 89 47,000
富士見町４丁目西町会 76 76 39,500
富士見会 84 84 49,000
喜多町会 16 98 114 52,300
親生会 93 93 51,000
立桜会 3 37 40 22,100
富士見町住宅自治会 11 11 9,000
レガリア会 5 5 4,000
富士見町多摩川団地自治会 15 15 10,500
富士見町　合計 60 901 961 496,300
しばさき会 5 133 138 68,500
柴一八幡会 96 96 54,000
柴一協和会 3 131 134 74,300
柴二東部会 39 39 29,500
柴富士会 75 5,000
柴ニ中和会 112 112 56,000
柴ニ南明会 158 158 79,000
柴ニ共生会 78 78 40,000
南親会 96 96 49,500
柴中会 45 99 144 58,000
柴四東親和会 7 228 2 237 127,300
柴西会 60 195 255 120,450
柴崎町　合計 120 1,365 2 1,562 761,550
錦東会 1 52 53 26,800
錦西協力会 480 20,000
錦東和会 1 82 83 46,700
錦和会 1 50 51 27,910
錦みよし会 204 3 204 122,500
錦町五丁目親和会 1 111 112 65,100
錦町　合計 4 499 3 983 309,010
羽衣会 1 169 170 89,800
羽衣町1丁目第2アパート自治会 148 5,000
羽衣本町会 1 333 334 167,800

自治会名 準 個人 団体 合計 会費額
東羽衣会 2 214 216 107,600
羽衣町二丁目北町会 2 146 148 79,600
羽衣町三丁目自治会 54 54 27,000
羽衣町みのわ会 153 1 154 82,500
コープ西国立自治会 1 233 5,300
羽衣町　合計 7 1,069 1 1,457 564,600
曙一東自治会 139 20,000
曙町一丁目西町会 1 112 1 114 62,800
曙一南自治会 19 130 149 74,650
曙町二丁目東和会 34 34 22,500
曙二南町会 110 10,000
曙二北町会 22 22 12,000
曙三東町会 201 201 104,500
曙町三丁目西和会 1 104 105 52,410
曙町三丁目仲和会 7 153 160 87,800
曙町　合計 28 756 1 1,034 446,660
高松町松友会 12 95 107 50,900
高松町一丁目協力会 171 171 90,500
高松町東友会 14 171 185 89,100
高松町南自治会 11 143 154 77,711
高松町高昇会 25 66 91 40,400
高松町三丁目松栄会 64 64 33,000
共栄会 57 57 29,000
高松町　合計 62 767 0 829 410,611
睦会自治会 108 108 55,500
第二団地自治会 151 10,000
南砂川自治会 119 119 65,000
南栄会自治会 80 5,000
南部自治会 105 248 353 149,000
江の島道東住宅自治会 42 42 28,500
東栄会自治会 257 71,500
中砂自治会 2 42 44 22,700
市営江の島住宅自治会 39 7,800
栄町　合計 107 559 0 1,193 415,000
けやき台団地自治会 92 92 49,501
ときわ会 33 3,000
緑ヶ岡ハイツ自治会 59 59 31,500

自治会名 準 個人 団体 合計 会費額
若葉町　合計 0 151 0 184 84,001
多摩文化村自治会 6 6 4,000
九番組自治会 154 154 91,000
西けやき台団地自治会 240 30,000
文化村自治会 6 6 3,000
幸町六丁目自治会 63 139 202 88,300
幸町　合計 63 305 0 608 216,300
七番組自治会 250 250 125,000
柏町六番組自治会 7 178 185 90,100
都営柏町自治会 114 5,000
都営柏町第二自治会 255 5,000
青柳自治会 47 5,000
五番組自治会 126 126 63,500
立川柏町住宅団地管理組合法人評議会 35 35 19,500
みどり自治会 11 11 5,500
九重会 24 24 4,800
砂７七夕会 15 15 1,500
トミンハイム立川泉町自治会 383 10,000
柏町　合計 46 600 0 1,445 334,900
四番組自治会 335 30,000
三番組自治会 286 286 146,500
二番組自治会 11 90 101 48,600
一番組自治会 21 302 323 156,400
ハイホーム立川一番町自治会 166 5,000
砂川町　合計 32 678 0 1,211 386,500
天王橋自治会 139 20,000
希望ヶ丘自治会 84 84 5,000
中里自治会 17 195 212 106,200
殿ヶ谷組自治会 1 73 74 39,300
西砂自治会 4 4 2,500
立川一番町東団地自治会 551 5,000
エステート立川一番町住宅管理組合 11 11 11,500
西砂・一番町　合計 18 367 0 1,075 189,500

合計内訳：準会員　547 名　　個人会員　8,032 名　　団体会員　7 団体　　合計数（世帯数含む）　12,557 名　合計金額：　4,625,432 円
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ボランティア・NPO・立川のまちづくりに参加したい市民の窓口です。NPO 法人や任意団体の情報発信や印刷機等の貸出し、講座やイベントの
開催など、さまざまな形で市民活動を応援しています。 その他、団体運営、NPO 法人に関するご相談を随時受け賜っております。

□ボランティアをしてみたい人求めています !
来る11月3日に『秋の楽市』会場にて、毎回好評の｢楽市案内人ボランティ

ア ｣を募集いたします。この案内人ボランティアは、｢101倍楽しむ」からスター
トして、今回9回目の開催です。内容は①楽市の会場案内、②障害のある方
の買い物等の付き添いです。
「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無い。」「自分にでき

るかわからない。」という方はぜひ一度お気軽にご参加下さい。イベントスタッフ
の一員となって、私たちと一緒に楽市を盛り上げましょう。

なお、ご家族での参加もお待ちしております。興味のある方は、ご家族お誘い
あわせの上、お申込みください。

	 日 　 時：	11月3日（日）9:00～12:00
 対 象： ボランティアに興味ある方（未経験者の方も歓迎です）
 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（職員も付き添います）
 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25日（金）
 申 込 み： 市民活動センターたちかわへ

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： 11月20日（水）19:00～21:00
 場 　 所： 子ども未来センター（錦町3-2-26）
 参 加 費： 500円
 定 　 員： 20名（申込順）
 申込み・問合せ： 市民活動センターたちかわへ

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

■「年賀状ソフト　ど忘れ講習会」
使い方を｢ど忘れ｣した人、｢PCの中にあるけれど使い方を知らない｣人向けの年賀状ソ

フト講習会です。 
 日　時：筆まめコース 平成25年10月12日（土）　14:00 ～ 16:00
  筆ぐるめコース 平成25年10月19日（土）　14:00 ～ 16:00 
 場　所：立川市総合福祉センター内
 内　容：住所録の作成と管理について
  はがきの宛名印刷について
 定　員：各10人（申込み人数が多い時は抽選になります。）
 参加費：当日、テキスト代（200円程度）をお願いします。
 持ち物：ノートPCの人は、当日持参してください。
 申込み：はがきに、氏名・住所・電話番号または
  メールアドレス・希望コースを書いて
  下記に送ってください。
  〒190-0021　立川市羽衣町1-14-15　岩間直人 宛

■第７回　歯ミカップ
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をいただき、地域
のボランティアが運営しています。

歯ミカップ表彰式・受賞者取組発表・健口体操
（講師：健康運動指導士　原　眞奈美）

 日　時：平成25年10月31日（木）　13:30 ～ 15:00
 場　所：くにたち市民総合体育館
  （国立市富士見台２-48-1）
 参加費：無料　　
 申込み：多摩立川保健所企画調整課　歯ミカップ実行委員会事務局（森さん）
  ☎042-524-517 ／ Fax：042-528-2777
  ※詳細は、多摩立川保健所ホームページに掲載

■第2回　東京・多摩・立川アディクションセミナー
様 な々問題を抱え苦しんでいる人たちがいます。その苦しみを分かち合いながら解放に向かっ

ている自助会を、当事者や支援している人たちに知っていただくことを目的とし開催します。
 日　時：平成25年11月14日（木）10:00 ～ 15:00 
 内　容：①自助グループの役割・紹介　②個人説明会
 場　所：立川市女性総合センター・アイムホール（立川市曙町2-36-2）
 問合せ：LFG多摩かるがも愛の家族立川
  ☎070-6437-7870（渡辺さん）
  *：yomigaetta-sizuhumi@willcom.com　

■「家族介護技術講座」＆「ホームへルパー再チャレンジ講座」
（２講座同時開催）

在宅介護をされているご家族を対象として、認知症の理解を深めていただくと共に、腰痛
予防を目的とした介護技術の基本について学んでいただく「家族介護技術講座」を開催い
たします。

また、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
「ホームヘルパー再チャレンジ講座」を同時開催いたします。

 日　時：平成25年11月2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（移乗・移動介助・おむつ交換、着脱介助など）」
 対象者：在宅で介護をされているご家族、及び
  ホームヘルパー 2級取得者
 受講料：無料
 定　員：10名（先着順）
 締切り：10月31日（木）
 申込み：至誠キートスヘルプステーション（鈴木さん）
  講座名・氏名・住所・電話番号をお伝えください。
  ☎042-538-2321 ／ Fax：042-538-1302

■第8回無料セミナー
「成年後見制度から見えてきたことは？」パート2
　～見えない費用と見える費用・高齢者施設入居　知って備えておきたい知識とお金の話～

自分を見つめ直し、これからの生活や老後に備え、自分らしく生きるためにはどうすればよ
いのか、ご一緒に考えてみませんか？
 日　時：平成25年10月26日（土）13:30 ～ 16:00
 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）
 講　師：音川　敏枝氏　社会保険労務士・社会福祉士・FP
 定　員：40名（申込み順）
 申込み：三多摩市民後見を考える会
  前日までに電話かFaxにてお申込みください。（川杉さん）
  ☎＆Fax：042-531-0624 ／携帯番号：090-7832-6506

■「初級音訳講習会」のお知らせ
立川市朗読サークル「こえ」は、視覚障害者に向けて広報、市議会だよりなどの公共

情報紙や依頼図書の音訳活動をしています。
一緒に活動してくださる仲間を新たに募集します。全8回の講習会です。

 日　時：説明会　平成25年12月4日（水）13:30から
  講習会　平成26年1月15日（水）～ 3月19日（水）全8回
  13:30 ～ 15:30
 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）
 講　師：松本久美子氏
 対　象：60歳までの方、パソコンが扱える方
 申込み・問合せ： 説明会参加希望の方は、11月20日（水）までに電話またはFaxでお申

込みください。
 　 　 　　☎＆Fax：042-566-0322（宮崎さん）

■「発達障がい者への理解と社会的支援」
発達障がいについて近年、さまざまなタイプがあることが知られるようになりました。
その理解と家族のあり方、社会的支援や法的手続きなどについて、各講師が自らの経

験や相談事例を紹介しながら、症状の程度に分けて2回にわたり講演します。

第一回　「自閉症など発達障がい者への社会的支援と手続き」
 日　時：平成25年11月1日（金）10:00 ～ 12:00
 講　師：上田節子氏　行政書士

イベント・講習・講座

｢楽市を109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

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



7

ひと・モノ・募集

■八王子盲学校「八盲サポーター」募集しています
①登下校ボランティア

八王子盲学校への登下校支援です。支援開始前に本校教員および保護者が経路の
確認とガイド歩行などについての研修を行います。
②読み聞かせボランティア

来校しての読み聞かせです。交通費は保護者が負担します。
 申込み・問合せ：東京都立八王子盲学校　（八王子市台町3-19-22）
 　 　 　 　　☎042-623-3278 ／ Fax：042-623-6262
 　 　 　 　　担当副校長：國松さん、　担当コーディネーター：菅井さん

■あなたのまわりにお酒の問題はありませんか
アラノンは、お酒の問題をもつ人の家族と友人の自助グループです。
お酒の問題は、不登校・引きこもり・うつ・暴力などを引き

おこすことがあります。この苦しみは経験のない人には、な
かなか理解されません。一人で抱えこまないで、あなたと同
じ苦しみを経験した仲間と話し合いましょう。私たちは、仲
間と経験をわかちあうことから健康的な人間関係に立ち戻る
ために助け合います。
 日　時：毎週木曜日　14:00 ～ 15:00
 場　所：立川駅前キリスト教会（立川市錦町2-1-21）
 問合せ：NPO法人アラノン・ジャパンGSO　
  ☎03-5483-3313

■エムズスタイル　エムズはっぴい　会員募集
ゴムバンドを使い、ゆったりとした音楽に合わせて筋肉をほぐす複式呼吸によるストレッチ

体操。心も身体もしなやかに和気あいあいと楽しく続けられます。
 日　時：月４回の毎週金曜日または土曜日　20:00 ～ 22:00
 場　所：幸学習館（立川市幸町2-1-3）
 参加費：入会金1,500円 /会費月3,000円　
 持ち物：飲み物（水・お茶など）・バスタオル・運動しやすい服装
 定　員：15名（先着順）  ※無料体験１回
 問合せ：☎042-534-3328（佐久間さん）

■フェローホームズ秋祭りのボランティアさんを募集します！
これまで夏に実施していた、フェローホームズのお祭りを一新！秋祭りを開催いたします。
秋晴れの一日を、利用者さんのサポートや、一緒に会場運営をお手伝いしてくださるボラ

ンティアさんを募集します。
 日　時：11月9日（土）10:00 ～ 14:00
 場　所：フェローホームズ（立川市富士見町2-36-43）
 内　容：車いす移動の介助・模擬店のサポートなど　※事前説明会があります。
  11月8日（金）15:00 ～ 16:00
 申込み・問合せ：フェローホームズ　（藤谷さん）　☎042-523-7601

■犬猫の家族大募集！
飼い主のいない犬、猫の譲渡会を行ないます。犬･猫はお散歩を除き完全室内飼育を

お願いしております。
また、プラ板体験教室やオリジナルグッズの販売もあります。

 日　時：平成25年11月23日（土）　10:00 ～ 15:00
 場　所：ステッチ（立川市柏町4-77-1）
 問合せ：にゃんにゃん　
  URL：http://ameblo.jp/nyan2yama/
  ☎090-2644-2278（山下さん）

■キューティ・コア会員募集
身体のかたい方や膝・腰の痛い方にお勧めです。ストレッチ・筋トレ有酸素運動をマットや

椅子を使って行います。
 〇日　時：毎週水曜日　13:30 ～ 15:00
 　場　所：西砂学習館（立川市西砂町6-12-10）
 〇日　時：毎週金曜日10:00 ～ 11:30
 　場　所：砂川学習館（立川市砂川町1-52-7）
 〇日　時：毎週金曜日13:30 ～ 15:00
 　場　所：西砂会館（立川市西砂町5-11-13）
 参 加 費：入会金500円 /月会費2,000円
 申 込 み：キューティ・コア（信田さん）　
  　☎042-535-1032

■中途失聴・難聴者「つばさの会」立川からのお知らせ
〇メンバー募集

つばさの会では、聴覚障害者のために、情報交換とコミュニケーションをとれる機会を
設けています。手話ができない人でも、話しを要約しスクリーンに投影しますのでコミュニ
ケーションがとれます。
※活動を手伝ってくださる当事者やその家族、ボランティアも募集しています。

 日　時：毎月第二日曜日　13：30 ～ 16：00　
 場　所：高松学習館（立川市高松町3-22-5）

〇 病気や高齢のため、耳が聞こえない、聞こえにくく 
なった方のパソコン教室受講生募集
パソコン初級から、ゆっくりと学びます。講師は障害者

を中心に指導をされ、説明などもスクリーンに映し出します
ので、聞こえにくい方も安心して参加をしていただけます。

 日　時：毎月第一、第三木曜日
  11:00 ～ 15:30（1時間休憩含む）
 場　所：立川市総合福祉センター 2階　第2活動室
  （立川市富士見町2-36-47）
 参加費：入会金2,000円、1回1,000円
  資料代100円その他印刷代として別途徴収
 対　象：中途失聴者、難聴者の方。年齢問いません。
  ※パソコンはノートパソコンをご持参ください。
  （OS:Windows7、Windows2010）
 問合せ：つばさの会（小島さん）
 　　　　Fax：042-526-3949 ／*：ako.o.e.e283@gmail.com

第二回「軽度発達障がいと親子・夫婦問題」
 日　時：平成25年11月30日（土）10:00 ～ 12:00
 講　師：坂田雅彦氏　家族問題カウンセラー
 場　所：三多摩労働会館（立川市曙町2-15-20）
 参加費：各回1,000円（要予約・いずれかの参加も可）
  ※参加者の中で希望者には、後日無料相談対応します。
 申込み・問合せ：ＮＰＯ法人ライブリー
  ☎042-548-4456（内田さん）

■みんなの展示場中村洋久絵画館からのお知らせ
①岩崎博の「ガリ版画＆水彩画展」

毎年ガリ版画を中心に新施策展に挑戦。
新たな作品と1年間他ギャラリーなどで展示した作品の総括展。

 日　時：平成25年10月5日（土）～ 27日（日）
  土、日、祝日開催　10:00 ～ 16:00
  一報いただければ平日も可能

②中級水彩画スケッチ教室生徒募集！
これまでどこかの教室、同好会などで習ったことの

ある方、「次を目指したい、基礎も習いたい」大歓迎
です。講義と実践（野外、風景画を中心）を指導す
る教室です。

 開催日：毎月1回　第二日曜日（毎月継続）10:00 ～ 14:30
 会　費：3,000円　入会金無し　
 講　師：プロ画家　久我修一氏（多摩美術大卒）
 締　切：平成25年10月末日まで　※申込者には詳細な文書通知

③第2回「デジカメ大賞」作品募集！
  応募要件：応募点数制限なし、A4版または四つ切版
  デジカメで撮影した写真で各賞展に応募
  していない作品
 応募方法：作品裏面に｢氏名、住所、作品名」を記載
 参 加 費：1点1,000円
  （額、マットは、貸与1セット100円）
 締 　 切：平成25年11月16日（土）まで（郵送も可）
 審 査 員：鈴木澄雄氏（山岳写真家）他
  テレビ局マネージャーなど7名による審査
  大賞、優秀賞、特別賞など設け、賞状、
  記念品を贈呈
 申 込 み：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）

■ほっとステーション｢コミュニティ広場｣からのお知らせ
平日の昼間は保育園として活動していますが、夜間や休日には地域の皆さんのホッと出

来るプログラムを開催しています。

○大人の体操教室
一人ひとりに合った健康的なダイエットで心も体もリフレッシュしましょう。

 日　時：平成25年10月3日（木）及び10月24日（木）
  19:00 ～ 20:30　
  ※毎月第1、第4木曜日に開催
 講　師：岡本公子氏
 参加費：1回500円（飲み物込）

○ベビーマッサージ教室
参加者同士の交流も楽しいですよ。

 日　時：平成25年10月20日（日）　10:30 ～ 11:30　※毎月第3日曜日に開催
 講　師：池本美和子氏
 参加費：500円（オイル代込）　※バスタオル持参してください。

○だれでもアート教室
子どもから大人、ハンディのある方でも、脳いきいき、脳が目ざめるアートです。
自由に楽しく、どなたでも楽しめます。

 日　時：平成25年10月27日（日）　10:30 ～ 12:00　※偶数月の第4日曜日に開催
 参加費：500円（材料費込）

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

※ 11月9日（土）恒例の青空市開催（手作りの小物、アクセサリー、竹炭、朝どりの野菜）

■「がんと共生できる社会づくり」
自ら、がんと闘い社会と闘う患者代表の声を聴く

 日　時：平成25年11月16日（土）14:00 ～ 16:30
 場　所：アレアレアⅡ　6階　アレアホール
  （立川市柴崎町3-6-29）
 講　師：天野慎介氏 （NPO法人グループネクサス理事長）
  井尾和雄氏（立川在宅ケアクリニック院長）
 定　員：8 0名（申込み順）
 参加費：無料 
 申込み・問合せ：在宅ホスピスケア・ボランティアさくら（岡田さん）
 　 　 　 　　☎080-1163-5281 ／ Fax：042-534-6965

■「ネパール・フェスタ・イン・たちかわ」
貧困のため、学校に通えないでいるネパールの子ども達に対して、当協会が行なってき

た就学支援活動に一人でも多くの皆さんにご参加いただけるよう、ネパール国の祭日（ダサ
イン）にネパールの文化、芸能を紹介し、在日ネパール人の方 と々共に祝う楽しいイベント
です。ネパールに興味、関心のある方ならどなたでも参加いただけます。ネパール民族楽
器の演奏、民族舞踊、食べ物を楽しんでいただけます。
 日　時：平成25年10月13日（日）10:00 ～ 16:00
 場　所：立川市子ども未来センター　テラス及び芝生ひろば（立川市錦町3-2-26）
 問合せ：NPO法人　日本ネパール友好協会（増田さん）
  ☎＆Fax：042-534-2022 ／*：nrk01818@nifty.com
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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

◆毎朝、あまちゃんに夢中な私。元気もらえます！！（晶）

◆１年ぶりに発行、各戸配布した会報に問い合わせと
申込みあり。改めて続けることの大切さを実感。（英）

◆テーブルを買ったものの、椅子を買うか、ベンチを買
うか、夫婦でもめています。(共)

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 土曜日 税理士 完全予約制 1 人 45 分

年金・労働 奇数月　第 3 土曜日 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 社会福祉士・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。　 

妊婦さんや乳幼児をもつ親御さんの気持ち
に寄り添って、一緒に育っていけるサポーター
になりませんか？

日　時	 ①平成25年10月22日(火)
	 ②11月5日(火)
	 ③11月19日(火)
	 　10：00～12：00
場　所	 ①③子ども未来センター
	 ②立川市総合福祉センター
対　象	 6歳くらいまでのお子さんがいて、
	 3回とも参加できる方
内　容	 	①最近の子育て環境、親の心の持ち

方　②話の聴き方　③子育て中の人
とのコミュニケーションのとり方　等

講　師	 	日原みちる氏　㈱マザートゥリー代表
その他	 	定員15名。参加費無料。保育あり。

手話などの情報保障が必要な方はご
相談下さい。

共　催	 	チャイルドラインたちかわ、ほっとほっ
とたちかわ、たすけあいワーカーズパ
ステル、ワーカーズコープ、ほっとス
テーション

協　力	 ミニトマの木、立川子ども劇場
申込み	 立川市社会福祉協議会　早川
 ☎：042-519	-3001
	 Fax：042-519-3003
	 *：dainichiku@soleil.ocn.ne.jp

Faxとメールの際は、こちらから返信
をしますので、内容をご確認下さい。

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　㈯ 8 ：30～17：00　

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
電話相談

も可ふれあい
（心配事など）

毎週　木曜日
（11/21 はお休み）

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　㈯ 8 ：30 ～ 17：00

※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。

立川市社会福祉協議会で
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、ユニセフに寄付するＮＰ
Ｏ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、ぜひご協力ください。不
要な貴金属も同じように換金ができます。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「ちょっと先輩の育児サポーター」養成講座


