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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

歳末たすけあい運動にご協力をお願いいたします
●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
た募金は、翌年度、地域
福祉活動費としてボ
ランティア活動、地
域住民によるさ
まざまな地域福
祉活動に使わ
れています。

●歳末たすけあい募金からの配分金は、立川市社
協が独自に行っている事業に使わせていただい
ています
【平成 19 年度実績】

・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
・市民活動情報誌『市民活動センターたちかわ通信』の発行など

●募金期間は
平成 20 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27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 電話 042（529）8300

地域福祉市民フォーラム2008を開催します

「地域で支える認知症ケア」〜老いても安心して暮らせる支え合いのまちづくり〜
日 時：2008 年 12月13日（土曜日） 午後 1 時半〜 4 時半（開場 1 時）
会

場：立川市女性総合センター アイム1 階ホール

内

容：①地域包括支援センターの役割と認知症サポーターについて」
野田美輝 氏（立川市中部たかまつ地域包括支援センター・社会福祉士）
②基調講演：
「地域で支える認知症ケア」
下垣 光 氏（日本社会事業大学社会福祉学部准教授）
②シンポジウム：
「老いても安心して暮らせる支え合いのまちづくり」
③家族介護体験者
竹内 英子 氏
地域ボランティア
宮本 直樹 氏
認知症対応型デイサービス管理者
吉崎 グレイス 氏
社会福祉協議会地域福祉コーディネーター 早川 郁子 氏
コメンテーター
下垣 光 氏

参加費：無料

その他：参加ご希望の方は直接会場に開演前にご来場下さい。
（入場定員196 名）
※当フォーラムは認知症サポーター養成講座を兼ねている為、参加者には基本テキストと認知症サポーター
の証であるオレンジリングが配布されます。
主

催：立川市・立川市社会福祉協議会
立川市地域包括支援センター・福祉相談センター・立川市高齢者ケア研究会

問合せ：立川市南部西ふじみ地域包括支援センター（田辺・武内）
立川市富士見町 2‐36‐47 立川市社会福祉協議会内
電話 042‐540‐0311 FAX042‐548‐1747
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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 !

生活安定化総合対策事業の基本要件が緩和されました

立川市社会福祉協議会では、立川市からの委託を受け、生活安定や正規雇用に向けた支援事業を行っています。12月1日より対象者の要
件が見直され、大幅に緩和されました。
以前、対象にならなかった方も、今回の見直しで対象になる場合がございます。お手数ですが今一度要件をご確認のうえ、社協までお問い合わ
せください。

●基本要件●

●事業内容●

①世帯の生計中心者であること
（世帯主以外の人が生計中心者の場合は、最多収入者を生計中心者とする）
②課税所得が単身世帯は年額 50 万円以下、扶養者がある世帯は年額 60 万
以下であることもしくは、
「収入要件基準表」に基づき、総収入が基準額以
下であること
※課税証明書で「課税総所得金額」
「給与収入金額」欄をご確認ください
収入要件基準表（参考）
扶養人数

0 人（単身）

1人

2人

3人

総収入

1,760,000 円

2,600,000 円

3,200,000 円

3,800,000 円

※賃貸物件に住んでいる方については、月額 7 万円（年額 84 万円）を限度
に家賃支払額を総収入から減額することが可能
※現在において、失業等の理由により明らかに前年度よりも収入が激減して
いる場合
⇒直近 3ヶ月の収入状況から年収を推計し、判断
③土地・建物を所有していないこと
⇒山林、田畑、居住の用に供している住宅（住宅ローンがある場合のみ）に
ついては、
「土地・建物」所有とみなさない
④預貯金等資産の保有額が 600 万円以下であること
⑤都内に引き続き1 年以上在住していること
⑥生活保護を受けていないこと
※事業内容により、個別の要件があります

☆就職チャレンジ支援事業
正社員への就職にチャレンジする意欲を持つ方のサポートをします。年間
100コース以上の豊富な職業訓練を実施し、訓練受講中は受講奨励金（月
額約 15 万円）が支給されます。
☆生活サポート特別貸付事業
訓練受講中の生活資金、就職等一時金を無利子で貸し付けます。
・就職チャレンジ支援事業での受講が決定した方は、奨励金が出るまでの
間のみ上限 15 万円を貸し付け
・訓練（就職チャレンジ事業以外の職業訓練）受講中の生活資金として、
上限 60 万円の貸し付け（1 回のお申し込み限度額は30 万円）
・訓練後就職が内定した場合、就職等一時金（上限 50 万円）の貸し付け
☆チャレンジ支援貸付事業
学習塾等の受講費用および大学受験等の受験料を無利子で貸し付けます。
・学習塾等受講料 = 中学 3 年生は15 万円まで、高校 3 年生は20 万円まで
（家庭教師は除く）
・大学等受験料 = 高校 3 年生、10 万 5 千円（1 校 3 万 5 千円×3 校まで）
※学校に合格した場合は償還免除もあります。ただし、償還免除には資金
交付後、領収書の提出が必要です

地域福祉コーディネーターだより

■問い合わせ先■

総務係

電話

529-8300

〜 栄町・若葉町であった出来事 〜

地域福祉コーディネーターとは ?

地域福祉コーディネーターは、地域の実情を把握し住民の相談に応じて必要なサービス、機関につなげるとともに、地域の
様々な団体のネットワークを構築し、制度の狭間にある生活課題などの解決にあたります。また、地域に根ざした様々な活動を通
して、住民同士のふれあいや支えあいによる地域づくりを進めます。

「防災 ! 茶話会」が開かれました
「本当に震災があった時に、誰が声をかけてくれるのか不安」これは車椅子を使って生活していらっ
しゃる方からの声でした。そんな声が複数聞かれたこともあり、過日、栄町の自治会で防災を切り口にし
た茶話会を開催しました。事前にチラシを各戸配布したところ、全世帯の 4 割弱にあたる15 世帯、17
名の住民の方がお集まり下さいました。
栄町は今年度防災モデル地区になっており、ワークショップが連続開催されています。障害のある方
もご参加されていますが、具体的に考えて、もし介助者がいない時間帯に震災などが発生したらどうなる
のだろう、
という不安を持たれたとのことです。これはご高齢者やご病気の方でも同様だと思います。はじ
めの数時間は近隣の助け合いによる救出活動を行わなければなりませんが、近所にどんな人が住んで
いるかすら分からないという地域も多く聞かれます。
今回茶話会を開催した自治会さんは、比較的お互いの顔は分かる、会釈もするという雰囲気がまだ残っ
ているように見受けました。そのため一歩すすめて、障害のある方や高齢者ご自身から「どんな時間帯にど
んな不安があるのか」などをお話してもらい、お近づきになって頂こうと思いました。また、介助者を派遣して
いる事業所の方、地域包括支援センターからもご参加があり、住民のみなさんとお顔つなぎができました。
ほんの 1 時間半ほどのお茶会でしたが、
「もっと若い人にこそ、こういう場に参加して欲しい」
「防災
訓練は足が悪いから遠くて参加できない。自治会の集会室なら来られる」
「皆さんと話ができて良かった」
などのご意見が聞けました。1 回では目的は果たせませんので2 回目も行います。防災課の職員さんを
お招きして、この自治会で準備することは何か、すぐに取り組めることは何か、などについて学習会を開
くことになりました。
少しでも具体的に防災体制が整い、人間関係もさらに豊かな地域になることを願って準備を進めてい
きます。

栄町・若葉町を拠点に日々、地域福
祉コーディネーターが活動していま
す ! 地域で何かございましたら気軽
にお声かけください !

電話

537‐7147

早川
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地域包括支援センター通信
今回は南部東はごろも地域包括支援
センターのご紹介をします
はごろも地域包括支援センター（以下、はごろ
も包括）はちょっと奥まった静かな住宅街の一角
にあります。入口を入ると団らんできるロビーが広
がり、ワンフロアにデイサービスやお風呂がありま
す。室内は全体的に木目調、ロビーの窓はガラス張りになっていて暖かい雰囲
気。ガラス越しに木々も見えます。
はごろも包括は3 人体制で、主任ケアマネジャー、看護師、社会福祉士の
専門職員の方々が携わっています。地域は羽衣町と錦町を担当しています。
はごろも包括が実施していることのひとつに、健康体操があります。月2 回
（第 2、第 4 土曜日）の 10 時〜 12 時、健康体操の先生の指導のもと、開催
されています。参加費は無料で、体を動かしたい方ならどなたでも参加可能で
す。高齢の方も無理なくできるようにハードな体操ではなく、バスタオルやマット
を引いて床に寝ころんでの
運動を主にしているので、
ご自分のペースでできます。
特に男性の方は参加者が
少ないので、ぜひ男性のみ
なさん体を動かしてみません
か。体操の前に食育指導と
して、先生による食の話も
立川市南部東はごろも地域包括支援センターの様子
あります。

はごろも包括ができて約 2 年。毎月、民生・児童委員協議会に出させてもら
い、民生委員の方々と顔見知りになりました。気になる人がいると声をかけてく
れたりと、地域の中にもだんだん根付いてきました。その利用者の訪問のときに
は、民生委員さんが訪問に同行してくれることもあります。
錦町・羽衣町は、特徴として団地など地域に長年住んでいる方が多いとい
うことがあります。包括がチラシ配布などの依頼をすると、老人会や自治会の
方々が引き受けてくれ、協力してくれるそうです。ヘルパーなどを利用している高
齢者もいますが、周りの住民が見守りをしてくれることもあります。隣近所同士
の付き合いも残っていて、インフォーマルな地域のネットワークが形成されてい
る地域です。
これから力を入れていきたいことに、出前
講座があります。今まではあまりセンターの
方から地域に出かけていくことができなかっ
たので、これからは積極的に地域に出向い
ていき、住民と触れ合うことを考えています。
地域包括支援センターは介護や福祉に
ついて分からないことはもちろんのこと、様々
な相談にのってくれます。ひとりで悩んでい
ないで、身近な相談先にまずは一度、お気
（左から、村木さん、中山さん、木田さん）
軽に電話してみてください。 （竹内英子）
私たちがお待ちしております

○連絡先

立川市南部東はごろも地域包括支援センター
羽衣町1-12-18 羽衣地域福祉サービスセンター内
電話 532- 5612
FA X 523 - 5613
次回は中部たかまつ地域包括支援センターです !

あんたちにゅうす
「地域あんしんセンターたちかわ」では、判断能力に不安のあるまたは低下した市民が、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、福
祉サービスの利用にかかる総合相談や地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）
、成年後見制度の利用支援や普及・推進、法人後見人の受任、苦情
相談の受付などを行っています。また、立川市における成年後見制度の推進機関も兼ねた市民参画による運営委員会を設置し、事業を運営しています。
③支援について
利用者がこれからも安心して生活が続けられるよう、以下のサービスを実
施します。
1）生活支援員が支援計画に基づいて訪問し支援を行います。
2）専門員は初回訪問から契約に至るまでの調整や定期訪問を行います。
3）親族や関係機関との連絡調整、ケアカンファレンスの開催、参加をし
ます。
4）専門員と生活支援員は連絡調整を行い、定期的に支援計画の見直し
を行います。
＊該当しなかった場合は、地域あんしんセンター運営委員会で処遇につい
て検討し、成年後見制度利用支援など課題解決への相談支援を行い
ます。

今回は権利擁護に関する相談支援の事業として地域福祉権利擁護事業
（日常生活自立支援事業）を紹介します。

地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）

認知症高齢者や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方を対
象に、利用者との契約に基づいて福祉サービスの利用に関する相談に応じ、
その選択や契約を支援します。それに伴うサービス利用料の支払いをはじめ、
日常的な金銭管理や通帳・証書等重要な書類の預かり等の支援を行い、利
用者が安心して自立した生活がおくれることを目指しています。
●対象者
市内で生活されている認知症（物忘れのある）高齢者、知的障害、精神障
害のある方などで自己選択や自己決定に課題のある方。
●サービス内容
①福祉サービスの利用援助：福祉サービス利用の情報提供や助言、利用
の手続きや利用料の支払い等、や苦情解決
制度を利用する手続き等の支援を行います。
②日常的金銭管理サービス：年金や手当等の受領、また公共料金や家賃
等の支払い手続き、日常生活に必要な預貯
金の払戻し、預入れ、解約の手続き等の支援
を行います。
③書類等の預かりサービス：年金証書、通帳、権利証、実印などの重要な
書類等を金融機関の貸金庫で保管します。
●利用料
・サービス利用支援計画を作成し、それに基づく福祉サービス利用援助や日
常的金銭管理サービス支援については、1 時間 1,000 円〜です。
（減額
制度があります。）
・書類等の預かりサービスは1か月1,000 円です。
●支援の流れ
①訪問：サービス説明や意思確認、情報収集、他機関との調整
②契約：東京都社会福祉協議会の判定を経て本人と契約します。

《相談例》

主に地域の住民、親族、民生委員、病院、行政、地域包括支援センター
及びケアマネジャーやヘルパー等関係機関等からご相談があります。
☆一人暮らしの方で、通帳や印鑑などどこに置いたか分からなくなる。
☆お金など盗られたと、よく訴えてくる。
☆家がすごく荒れている、書類の整理
（管理）や金銭管理が不安。
☆年金をもらっているはずだが、お金がないと、訴えが多い。
☆生活費がなく、食べるものにも困っている
（親族や友人に搾取 ?）。
☆家の中に督促状などが沢山あるが、本人は覚えていない。
☆訪問販売や新聞契約などの被害にあっている。
☆長期入院していた人が、退院。その後の生活が不安。
☆世帯全体をまとめて支援する必要がある。
など

○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2 階
TEL 042‐529‐8319
FA X 042‐529‐8714

学費をはじめ、各種貸付を行っています

祉
生活福
資金

社会福祉協議会では、他の金融機関からの借入れが困難な所得の少ない世帯や障害者世帯・要介護
高齢者の属する世帯の方々に、低利（無利子または3%）で資金を貸付けることにより、世帯の自立更生・
社会参加を応援しています。目的に応じて各種資金がございますので、お気軽にご相談ください。

■問い合わせ先

総務係

電話 529 - 8300
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多摩ら・び を愛する
たましんのマスコットガール

と ね が わ ふ み

利根川芙海さん●富士見町

「 多摩ら・び をやりたいって、ずっと言い

元気 人

のまちをまわるのは楽しかったです。」

「町にはどこにいっても、活発な方が

続けていたんですよ（笑）
」とにこやかにお話

信金……というと、窓口業務しか想像でき

をしていたのは、多摩らいふ倶楽部事務局

ないが、年金の話に行くとなると、その人の

つなげていけたらいいなあと考えています。

企画担当の利根川芙海さん。

経歴を聞くことになる。要はその人の今まで

もうひとつは、 多摩ら・び としてではなく、

います。そういう意味でも違う市の人同士

今年 6月発行の 多摩ら・び 50 号は立

の人生を振り返ってみるようなもの。ただ地

自分自身のこととして地域を考え、きち

川特集で、その市民レポーターに加わった私

域を知るのではなく切実な思いで地域を知る

んと地域を勉強していきたいと思い

が、初めて利根川さんと話し込んだ日に聞い

ことにもなる。そんな毎日は、利根川さんの

ます。」

た言葉であった。

そういえば、 多摩ら・び 50 号

真髄にある「人と触れ合うのが好き」という

市民、行政、けやき出版、そして
『たましん』

気持ちを浮き上がらせてくれ、今の原動力に

立川特集の完成パーティーがあったのだが、

の皆が一同に揃い、編集会議をはじめる。そ

なったものだと思われた。

そこには『たましん』の理事長さんもいらして

の中心で、それぞれの意見を拾い、認め、反

●いろいろな市で、いろいろな市民に出

いた。どんなに小さな会場でも足を運んで、

映し、まとめあげているのが、この利根川芙

会ってきて

「トップはじめみんなが地域を大事にしてい

若い人とも馬が合い、年配の方々にもか

ろ、利根川さんは念願の 多摩ら・び に関

るそんな会社にも、 多摩ら・び をやらせてく

わいがられるこの笑顔は、本当に好きなこと

われることになる。この時期から、けやき出版

れている上司にも、成長させてくれる地域に

をやっているという表れの表情である。

さんが取材していた部分を、市民編集委員

も、・・・そしてもちろん旦那さんにも、感謝

制度を設けての紙面作りが始まった。

している毎日です !」という利根川さんの顔に

の方にプレゼントいたします !
応募方法は、ハガキかメールに

には、感謝の気持ちが溢れ出ていた。これか

住 所・ 氏 名・ 年 齢・ 電 話 番 号

何もないよという場所があったとして、その道

らも地域を歩く中で、いろいろな感謝の姿が

をご記入の上、立川社協事務局

にあるこだわりのおいしいコロッケを売る肉

見えてきそうだ。
（山本晶子）

多摩らいふ倶楽部とは

ポーターを加えることで、プロの目と素人の

多摩信用金庫が企画する地域

目が入り、これが町づくりにつながっていると
思っています。だから、思っていた以上に断
然楽しいんですよ !!」
『たましん』
という看板は、プロには信用を、

「大学を卒業して『たましん』に入社しまし

素人には安心を与えている。だからこそ、い

たが、面接の時は、 多摩ら・び をやりた

ろいろな立場の人が一緒に作り上げられる

い ! なんて一言も言いませんでした。本業で

のかもしれない。

はない部署を希望していたら、不採用ですよ

●感謝の毎日

を自転車でまわりましたが、これはこれで昼間

術館招待券をセットにして 5 名

は何の迷いも見られない、言葉ひとつひとつ

します。これはすごく新鮮な目です。市民レ

（笑）
。入社して3 年は、年金担当で、地域

摩ら・び（No.50 号）と御岳美

「現在、町づくりのプロである商店街の会

る人ではなく、そこに住んでいる市民だったり

●地域を歩く

立川の特集が掲載されている多

長さんや、自治会、市役所の人が、ここには

屋さんが目にとまるのは、町おこしを考えてい

地域情報がギッシリ！

プ レ ゼ ント

完成を祝ってくれるらしい。

そんな毎日を過ごしながら3 年が過ぎたこ

海さんであった。

イラスト・浅見照美

最後に利根川さんに、目指すところを聞い

に貢献した会員制の倶楽部であり、
その活動の一環で 多摩ら・び が
発行されています。 多摩ら・び は、
多摩らいふ倶楽部がベースに、けや

『多摩ら・び 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（発表は商品の発送をもっ
てかえさせていただきます）。
締め切りは 12 月 15 日（当日消
印有効）
●応募先
立川市富士見町 2-36-47

き出版と市民レポーターが、地域情
報を市ごとにまとめ、書店販売してい

立川市社会福祉協議会 あて
●メール

る書籍（隔月発行）
。

aiaics@whi.m-net.ne.jp

てみました。

リサイクルに
の ご協力を

自治会（町会）
に
ご加入を！

立川社協では、総合福祉センター2 階カウンターに「入れ歯リサイクル回収

自治会は、地域の全世帯を対象とする団体で、お互い

ボックス」を設置しました。これは入れ歯のバネや、歯と歯をつなぐブリッジに使

の理解と信頼の上にたった連帯と協力によって住民自ら

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

の手で身近な生活環境を良くし、日常生活の共通する課

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

題について、みんなで協力して解決しています。主な活動

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

はあいあいパトロール隊による防犯活動や防災訓練、健

使われていない入れ歯はリサイクルできませんのでご

康フェアや各種講演会の実施

注意ください。

など。
あなたも地域の一員
として自治会に加入し
ませんか ? 立川社協は
自治会活動を応援して
います !

日本入れ歯リサイクル協会ホームページ⇒ http：//ireba-recycle.com/
●問い合わせ●
総務係 電話 529-8300

●問い合わせ先●
立川市自治会連合会・立川市文化振興課内
電話 042-523-2111 内線 408・481
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言葉にかえて（寄付者名簿）
日付
氏名・名称
8/8 匿名
トヨタ西東京カローラ（株）
20
立川富士見町店
21 磯野 俊雄
21 高橋 鉄巳
22 第 1 地区民生・児童委員協議会
22 匿名
24 青山 優
27 武田 直行
27 （株）福島屋
27 第 6 地区民生・児童委員協議会
29 第 5 地区民生・児童委員協議会

平成 20 年度

住所

平成 20 年 8月1日〜 10月31日
金額
3,000

日付
9/1
1
2
2
8
10
12
18
18
19
24
24

4,660
柴崎町
一番町
幸町
富士見町

5,493
30,000
1,800
2,117
8,000
5,679
7,679
824
772

氏名・名称
匿名
文化村自治会 BKFカラオケ会
匿名
匿名
磯野 俊雄
青山 優
石川 孝子
匿名
五十嵐 栄治
堀田 進
第 3 地区民生・児童委員協議会
第 6 地区民生・児童委員協議会

住所

金額
10,000
3,100
31,462
120,000
柴崎町
5,378
幸町
8,000
富士見町
5,000
100,000
100,000
一番町 200,000
3,747
752

日付
26
26
10/1
4
16
21
22
22
24
27
30
31

立川市社会福祉協議会団体会員一覧

総額 745,575 円（敬称略）

氏名・名称
武田 直行
第 1 地区民生・児童委員協議会
河辺印刷（株）
匿名
磯野 俊雄
柴崎町体育会
第 5 地区民生・児童委員協議会
第 6 地区民生・児童委員協議会
第 1 地区民生・児童委員協議会
竹本 竹一
武田 直行
北村 俊一

住所
富士見町

柴崎町

富士見町
富士見町

金額
5,818
138
10,000
30,000
5,790
17,750
789
950
138
10,000
4,739
2,000

（平成 20 年 9 月 11 日〜 11 月 14 日現在）

ご加入いただき、ありがとうございます。
シバサキ保険事務所

国際ソロプチミスト立川

立川肢体不自由児（者）父母の会 たつのこ
立川市砂川公園 環境美化グループの会

立川市福祉作業所

平成 20 年度

赤い羽根共同募金

団体・企業名
（NPO）高齢社会の食と職を考える
（NPO）市民共同学習プロジェクト
チャンプルーの会
子どもひろば
（NPO）やどかり
（NPO）ケア・センター やわらぎ

自治会別集計一覧

（平成 20 年 11 月 12 日現在）

ご協力いただき、ありがとうございます。
地区
自治会名
富士見 富一東協和会
東親会
富士見町二丁目自治会
上富士町会
東親和会
富士見町 4 丁目西町会
富士見町五の南町会
親生会
立桜会
富士見町住宅自治会
柴 崎 しばさき会
柴一八幡会
柴一協和会
柴二東部会
柴富士会
柴二南明会
柴二共生会
南親会
柴中会
柴四東親和会
柴西会
柴五会
都営柴六自治会
錦 錦東和会
錦和会
錦みよし会
錦町五丁目親和会
錦六会
ときわ会都営錦町第 4アパート自治会
羽 衣 羽衣会
羽衣町 1 丁目第 2アパート自治会
羽衣本町会
東羽衣会
羽衣町二丁目北町会
羽衣町住宅管理組合自治会
羽衣町みのわ会
羽衣第 3アパート自治会
都営羽衣町 1 丁目アパート自治会
曙
曙一東自治会
曙町一丁目西町会
曙一南自治会
曙町二丁目東和会
曙町二丁目西町会
曙二南町会
曙三東町会
曙町三丁目西和会
曙町三丁目仲和会
曙町三丁目アパート自治会

募金額
83,600
34,200
98,140
56,900
44,300
44,600
60,850
20,000
25,900
14,100
57,200
48,800
99,550
24,250
10,000
50,500
63,175
37,100
62,000
107,680
105,470
20,000
5,000
5,000
37,600
20,000
157,850
127,800
1,800
104,800
30,200
184,400
69,600
108,500
18,720
117,400
15,000
10,000
31,400
60,500
75,450
37,700
50,000
35,000
30,000
15,000
81,700
17,500

地区
自治会名
高 松 高松町松友会
高松町協力会
高松町東友会
高松町二丁目仲和会
高松町南自治会
高松町三丁目松栄会
高松町共栄会
栄 睦会自治会
第二団地自治会
日の出自治会
南砂川自治会
南栄会自治会
南部自治会
栄町 5 丁目アパート自治会
江の島道東住宅自治会
中砂自治会
新栄自治会
江の島自治会
都栄自治会
市営江の島住宅自治会
プライムガーデン国立自治会
千草会
若 葉 けやき台団地自治会
ときわ会
東会
十番組自治会
緑ヶ岡ハイツ自治会
緑ヶ丘自治会
むさしの自治会
あすなろ自治会
太陽会
旭自治会
若葉自治会
幸 九番組自治会
多摩文化村自治会
親幸自治会
文化村自治会
すずかけ第 3自治会
西けやき台団地自治会
都営幸町第 4自治会
いずみ自治会
幸町都営アパート自治会
幸友会
幸町六丁目自治会
都営立川幸町 2 丁目第 6アパート自治会
柏 七番組自治会
柏町六番組自治会
こぶし自治会

総合計

平成 20 年度

地区募金 4,146,615 円 +

立川市社会福祉協議会会員・会費

募金額
5,000
97,600
75,600
50,000
70,880
32,600
36,000
7,000
15,000
20,000
20,000
5,000
83,850
7,000
40,860
25,500
3,400
6,500
3,000
8,400
2,500
5,100
5,000
3,000
3,000
13,100
5,000
13,500
1,500
10,000
5,000
2,700
5,000
54,800
5,300
10,000
11,500
5,000
20,000
4,300
1,400
8,500
11,500
25,000
1,500
54,600
42,460
10,000

一般募金 112,473 円 =

地区
柏

自治会名
都営柏町自治会
都営柏町第二自治会
青柳自治会
五番組自治会
立川柏町住宅団地管理組合法人評議会
上水自治会
双葉自治会
みどり自治会
あざみ苑自治会
新青柳会
九重会
玉川上水さかえ野自治会
若杉会
上水ニュータウン自治会
上水相和自治会
トミンハイム立川泉町自治会
砂 川 二番組自治会
一番組自治会
昭和の森町会
ハイホーム立川一番町自治会
西 砂 天王橋自治会
レクセルガーデン武蔵砂川自治会
希望ヶ丘自治会
中里自治会
殿ヶ谷組自治会
西砂自治会
諏訪の杜自治会
都営松中団地自治会
コープタウン立川一番町管理組合

募金額
9,300
10,000
5,000
15,000
58,300
21,300
3,000
5,000
5,000
6,000
6,600
10,000
3,200
10,000
5,000
10,000
63,930
20,000
17,800
800
43,300
4,500
5,000
101,600
56,400
9,500
16,800
40,300
14,300

自治会総合計

4,146,615

寄付者名
一 般 匿名
匿名
匿名
匿名
松浦勝雄
立川市役所職員
立川市社会福祉協議会
市役所募金箱
社会福祉協議会募金箱
総

合

募金額
3,620
700
100
500
5,000
85,304
15,215
1,345
689

計

112,473

4,259,088 円

自治会別一覧（追加分）

（平成 20 年 11 月 12 日現在）

ご協力いただき、ありがとうございます。
自治会名
けやき台団地自治会
レガリア会
栄町弥生会
錦東会（追加分）
江の島自治会
高松町二丁目仲和会
三番組自治会（追加分）

準

正
94
6
10
3
27
50
1

賛
14
1

合計内訳：準会員 59 名

1

特

団

合計数 会費額
108 61,000
7
4,000
10
5,000
3
1,500
27 13,500
51 26,000
1
500

正会員 391 名

賛助会員 24 名

自治会名
準
ハイホーム立川一番町自治会（自治会一括）
緑ヶ岡ハイツ自治会
曙三西和会（追加分）
曙町三丁目仲和会
59
上水自治会（追加分）
レクセルガーデン武蔵砂川自治会
大山自治会
特別会員 0 名

団体会員 0 団体

正
54
1
116
10
1
18

合計金額：241,700 円

賛
2
1
5

特

団

合計数 会費額
0
5,000
56 29,000
2
1,500
180 80,200
10
5,000
1
500
18
9,000
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市民活動センターたちかわ通信

情

報

コ ー ナー

このコーナーは、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。

市民活動センターたちかわからのお知らせ
ふれあいミュージックフェスティバル 2008 開催のお知らせ
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（株）多摩支店や国立音楽大学の協力のもと、今回で16 回目を迎え、毎年
1,000 名以上の多くの来場者から好評をいただいています。
今年度は、
『ブラス・ブラス・ブラス』というサブタイトルの通り、40 名以上の規模で構
成される、国立音楽大学ウインド・アンサンブルのみなさんによるブラスサウンドやオカリ
ナの独奏などをお届けします。
また、休憩時にお楽しみ抽選会も行ないます。一足早いクリスマス気分を味わいに、ぜひ
お越しください。
日 時：12月14日（日） 14：00 〜 16：00
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 のいずれかでお名前・ご住所・電話番号・整理
券の希望枚数を下記申込み先へお知らせください。
折り返し入場整理券を郵送にてお送りいたします。
☎ 042-529-8323/Fax：042-529-8714
E-mail：aiaivc@whi.m-net.ne.jp

福祉施設・団体紹介冊子「ボラえもん」発行しました
「立川市内にある福祉施設、団体を紹介する「ボラえもん」の最新版（10月現在）
を発行
しました。
ボランティア活動をしてみたい方や福祉施設ではどんな活動ができるのか知りたい方、ま
た、施設、団体を調べたい方などの情報源として活用して頂きたいと思います。

高齢者関係、障害者関係、児童関係、市民活動団体など分野別に紹介しています。
この冊子は、市内各学習館や図書館など公共施設で閲覧もできます。
また、市民活動センターで、1 冊 300 円で販売しておりますのでお問合せ下さい。

使用済み切手や使用済みカードを集めています
立川市社会福祉協議会では、ご自宅に届いた手紙についている使用済みの切手やテレ
ホンカード、バスカード、パスネットなど使用済みカードを集めています。
集められた使用済み切手やカードは、市内にあるボランティアグループや市民活動団体、
福祉施設で整理していただき立川市社会福祉協議会で換金をします。
この換金されたお金は、市民活動の支援や地域懇談会の開催、夏体験ボランティア、
市民活動センターたちかわ助成事業などに活用させていただいています。
少量でも構いませんので、ぜひ立川市社会福祉協議会へお持ちいただくかお送りくださ
い。また、市内にある学習館にも回収 BOX を設けておりますのでご活用ください。
※平成 19 年 7月〜 20 年 11月に集められた使用済み切手、カードを換金したところ、
33,800 円になりました。ご協力ありがとうございました。

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
連絡先：☎ 042-529-8323 ／Fax：042-529-8714
E-mail：aiaivc@whi.m-net.ne.jp
URL：http：//act.annex-tachikawa.com/
開所日・時間：
（月）〜（金） 8：30 〜 19：00
（土）
8：30 〜 17：15 ※日・祝祭日はお休みです

イベ ント・講 習・講 座
■立川トーストマスターズクラブ講座
〜あがり症克服!話し方、会話力を見つける〜
「思ったことが上手く伝わらない」普段の生活でこんな経験はあり
「人と話すのが苦手だ」
ませんか ? 立川トーストマスターズクラブは話し方やコミュニケーション能力を楽しみながら
向上させる非営利教育団体です。人前で話す訓練を通じて、家族との会話や毎日の生活で
欠かせない話し方、聴き方、会話力などを上達することができます。
18 歳以上の方ならどなたでも参加できます。また、見学無料ですので、お気軽にご参加
下さい。
日 時：① 12月7日（日）/ ② 12月21日（日） 13：30 〜 15：30
※原則毎月第 2 第 4日曜日
会 場：①柴崎学習館（立川市柴崎町 1-1-43）
②女性総合センター・アイム（立川市曙町 2-36-2）
参加費：見学無料 入会金：3,000 円 会費：1,000 円 /1ヶ月
受 付：随時
申込み・問合せ：E-mail：tachikawa.speech@gmail.com（田戸岡さん）
URL：http：//tachikawa-speech.org/
■至誠キートスホーム 講座とフォーラムのお知らせ
「認知症支援ボランティア講座」
講座（1）
地域に住む認知症の人を支援するために開催する講座です。認知症についての講
座や介護体験者のお話を聞いたり、実際に、介護体験もしてもらいます。
日 時：① 1月16日（金）/ ② 1月21日（水）
③ 1月26日（月）〜 1月30日（金）/ ④ 2月4日（水）
※ 13：30 〜 15：30（各回共通）
内 容：①講義「認知症について」
講師 向山晴子さん（東京都多摩総合精神保健センター広報課長）
②報告「認知症介護体験」
③現場実習「至誠キートスホームデイサービスにて」
④活動報告「地域や施設でボランティアを展開する」

定

員：20 名（地域住民の方を対象にしています）

「高齢者サロン活動入門講座並びに情報交換会」
講座（2）
高齢者サロン活動に関心のある市民を対象に、サロン活動を展開している方との情
報交換会を行います。
日 時：1月17日（土） 14：00 〜 16：00
内 容：実践報告と意見交換
定 員：20 名
（高齢者サロン活動実践者、活動に関心のある方を対象にしています）
講座（3）フォーラム「認知症の人を地域で支える」
認知症になっても、いつまでも住み慣れた地域で暮らし続けるためには、在宅サービ
スだけではなく地域住民の支え合いが必要不可欠ではないでしょうか。
参加者の皆さんとともに考えていきます。
日 時：1月24日（土） 13：40 〜 16：15
内 容：1 部 基調講演「認知症の人を地域で支える」
講師：柴田範子さん（NPO 法人 楽理事長）
2 部 グループ討議
（2）至誠キートスホーム会議室
会 場：講座（1）・
（※現場実習は、デイホーム）
至誠キートスホーム青空広場
講座（3）
申込み・問合せ：至誠キートスホーム（立川市幸町 4-14-1）
☎ 042-538-2323/Fax：042-538-2324（栗原さん）
■点字入門講座〜「6つの点で表す世界」〜
点字に興味のある方からボランティアを志す方まで、初めての方を対象に点字の基礎を
学びます。
（木）
（木）/ ④ 2月26日
（木）/ ③ 2月12日
（木）/ ② 2月5日
日 時：① 1月29日
（木） 14：00 〜 16：00（各回共通）
（木）/ ⑥ 3月12日
⑤ 3月5日
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※全 6 回講座
会 場：中央図書館会議室（立川市曙町 2-36-2）
講 師：廣渡俊明さん（東京都立八王子盲学校教諭）
参加費：500 円（テキスト代）
定 員：30 名
申込み・問合せ：立川市生涯学習推進センター（12月10日
（水）より受付開始）
☎ 042-527-5757（中村さん）
■PC達人への近道?!
『3時間で覚えるファイルとフォルダ操作』
「このファイルを USB メモリに新しいフォルダを作って保存してください」とか「先日作った

企画書ファイルの名前を変えて、○○フォルダに移してください」と
言われて、困った人はいませんか ?
本講座は、そんな人向けに PC 操作で最も大切なファイルとフォル
ダの操作方法について、3 時間かけて解説 & 実習をします。ファイル
とフォルダ操作ができれば PC 達人です。
日 時：1月31日
（土） 13：00 〜 16：00
会 場：立川市総合福祉センター2F 視聴覚室（立川市富士見町 2-36-47）
参加費：無料
定 員：20 名
申込み・問合せ：たちかわパソコン倶楽部
E-mail：iwama@mbj.nifty.com（岩間さん）

ひ と・モノ・募 集
■初詣の外出ボランティア募集
「もういくつ寝るとお正月〜♪」ですが、一年の無病息災を願っ
て特別養護老人ホーム・フェローホームズと羽衣地域福祉サービ
スセンターでは、毎年利用者さんと一緒に、諏訪神社にお参りに
行きます。
お天気や体調を見ながらの行事ですが、同行していただけるボラ
ンティアさんを募集しています。日程や時間に幅がありますのでご
都合がつくかたは、是非ご参加下さい。
〈特別養護老人ホームフェローホームズ〉
日 時：1月7日
（水）/1月10日
（土）/1月14日
（水）
午前の部 10：30 〜 11：30 午後の部 14：30 〜 15：30
※ 10 分前に集合
問合せ：社会福祉法人恵比寿会特別養護老人ホーム
フェローホームズ / フェローデイサービス（立川市富士見町 2-36-43）
☎ 042-523-7601/Fax：042-523-7605（藤谷さん）
E-mail：fujitani@fellow-homes.or.jp
URL：http：//www.fellow-homes.or.jp
〈羽衣地域福祉サービスセンターデイサービス〉
日 時：1月5日
（月）〜 9日
（金） 13：00 〜 15：30
利用者さんを2グループに分けて、2 往復いたします。
※ 10 分前に集合
問合せ：羽衣地域福祉サービスセンター（立川市羽衣町 1-12-18）
☎ 042-523-5612/Fax：042-523-5613（新妻さん）
E-mail：hagoromo@fellow-homes.or.jp
■西砂小「放課後子ども教室」ボランティア大募集!
西砂小「放課後子ども教室」運営準備委員会では、平成
21 年 1月を目標に「放課後子ども教室」の開設に向け、準備
を進めています。この事業は、地域の方々の協力を得て、子ど
もたちの放課後に安全安心な居場所をつくるものです。
当面は、毎週 1 回、水曜日の放課後に子どもたちの見守り
活動をします。
この事業にご協力いただける方を募集しています
〈募集内容〉
①安全管理員
対象者：市内在住・在勤・在学している、子どもの健全育成に情熱を持つ
20 歳以上の方。年齢上限はありません。
毎週水曜日の放課後かチャイムが鳴るまで参加できる方。
（夏休みなど長期休業期間は除きます）
※毎週の参加が無理な場合は応相談
業 務：施設の安全巡回、子どもたちの見守り、入退室のチェック
②コーディネーター
対象者：市内在住・在勤・在学している、子どもの健全育成に情熱を持つ
20 歳以上の方。年齢上限はありません。
コーディネーター業務が可能な方。
業 務：ボランティアの確保、登録、配置、活動プログラムの企画、広報
学童保育との連携調整、関係者の連絡調整等
その他：若干ですが、謝礼があります。後日、応募者の方には、説明会を開催し
ます。また、応募多数の場合は、運営委員会で選考いたします。
申込み方法：申込書に必要事項を記入し、提出して下さい。
（郵送でも可）
申込み・問合せ：宮崎栄喜さん（立川市西砂町 6-23-2）☎ 042-531-2554
村山 勝さん（立川市西砂町 5-9-60）☎ 042-531-7022
西 砂 小 学 校（立川市西砂町 6-34-2）☎ 042-531-2082
■やわらぎホーム西立川お茶会のボランティア募集
やわらぎホーム西立川は、利用者さんの趣味活動のとして、現在、月1 回お茶会を開催し
ています。利用者さんから好評の活動で、今後は月3 回に活動を増やしたいと思っています。
そこで、お茶道具（茶釜 1 点でも歓迎です）を譲って頂ける方、簡単な指導をして下さるボラ
ンティアを募集しています。
募 集：①お茶道具

②指導をしてくれるボランティア
場 所：やわらぎホーム西立川（立川市富士見町 2-31-23）
問合せ：☎ 042-526-2207/Fax：042-526-2208（美添さん）
■自立生活体操クラブ会員募集
いくつになっても自立して生活が続けられように、一人ひとりの自立度に合わせた体操（ス
トレッチ・筋力維持・有酸素運動・日常生活訓練）を音楽にのって、椅子やボールを使っ
て行います。開催日時、場所など詳細はお問合せください。
日 時：月・水・金 10：00 〜 11：30
13：30 〜 15：00
場 所：こんぴら橋会館（立川市砂川町 3-26-1）
西砂会館（立川市西砂町 5-11-13）
西砂学習館（立川市西砂町 6-12-10）
参加費：入会金 500 円 /月会費 1,500 円（月4 回）
指 導：NPO 法人 健康体操指導ワーカーズ
問合せ：自立生活体操をひろめる会
申込み：☎ 042-519-3273（竹原さん）
■キューティーコア会員募集
ストレッチ、有酸素運動、筋トレを中心にコアを鍛えていきます。メタボが気になる方や、
痩せたいけれど一人では続かないというあなた、皆で一緒に体を引き締め、しなやかなボディ
を目指して頑張りませんか。
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）
参加費：入会金 500 円 /月会費 2,000 円
持ち物：動きやすい服装・運動靴・飲料水
問合せ：☎ 042-519-3273（竹原さん）
■2級ヘルパー養成講座受講生募集中!
ホームヘルパー（訪問介護員）養成研修 2 級課程とは、在宅で日常生活の援助を必要
とされる方にサービスを提供するための研修です。
座学が 18日、実習が 6日間の計 24日間で終了できます。どなたでも受講可能です。
日 時：①平成 21 年 1月13日
（火）開講〜 4月2日
（木）終了式
（火・木・土コース）
②平成 21 年 3月9日
（月）開講〜 5月8日
（金）終了式
（月火水木金コース）
講義・演習：やわらぎ・にんじん協議会研修センター（下記住所参照）
実 習：立川市・日野市・国分寺市等
参加費：56,800 円（受講料 50,000 円 / テキスト代 6,800 円）
締切日：①平成 21 年 1月6日
（火） 17：00まで
②平成 21 年 3月2日
（月） 17：00まで
申込み：最寄の事業所まで「講習案内」を受け取りにお越しいただき申込用紙に
必要事項をご記入の上ご提出ください。申込多数の場合は、抽選となり
ます。
問合せ：NPO 法人 ケア・センターやわらぎ本部
（立川市錦町 2-3-5 橋詰ビル1F）
☎ 042-523-3552/Fax：042-523-7077（小松さん・桶口さん）
■パソコンボランティア募集
中途視覚障害者の方が、文書をパソコンに打ち込んでくれるボ
ランティアを必要としています。パソコンのソフトで音声に変換する
ことによって、内容を知ることができます。打ち込みをしていただきた
い主な文書は、講演や勉強会で配られた資料になります。
内 容：パソコンのデータ打ち込み。
音声変換を必要とする文書で、知人に頼むこと
が難しい場合にお願いするという形になります。
その他：パソコンの打ち込みができる方。
音声ソフトの関係でパワーポイントやワードで作られた文書を「メモ帳」
に打ち込んでいただきますので、
「メモ帳」が使用可能な方。
問合せ：市民活動センターたちかわ
☎ 042-529-8323/Fax：042-529-8714（田中）
E-mail：aiaivc@whi-m-net.ne.jp

古紙配合率70%
再生紙を使用しています。
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■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

法律全般

相談員

概要

毎月 第 1・3・4・5 土曜日

司法書士

完全予約制 1 人 45 分

法律全般

毎月 第 3 火曜日

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 2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

高齢者在宅介護相談

偶数月 第 1 水曜日

介護支援専門員

完全予約制 1 人 60 分

外国人相談

毎月 第 3 金曜日

行政書士

完全予約制 1 人 60 分

民生委員

予約不要

心のふれあい相談

毎週

実施時間

１３：００〜１６：００

木曜日

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）
相談の種類

実施日

実施時間

相談員

概要

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

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

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）

相談時間内のみ電話受付も行っています。相談専用 電話 042-529-8426
相談場所／立川市総合福祉センター2 階 相談室
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）

しゃきょう箱
ホームヘルパー募集
■応 募 資 格 以下の要件を満たしている方
介護福祉士またはホームヘルパー2 級以上を取得している
方（自転車に乗れる方）
■採 用 予 定 日 随時
■採 用 人 員 5 名
■応募・選考方法 下記にご連絡ください。随時、面接を行い
ます。
■勤 務
地 立川市内全域
■雇 用 形 態 短期雇用職員
■勤 務 日 時 ◎週 2日〜週 5日
※曜日等は応相談（日曜は休日）
◎ 8：00 〜 18：00の8 時間以内（応相談）
■給 与 時 給 1,180 円〜 1,580 円
介護福祉士は時給に20 円加算。他に精勤手当を支給。
■雇 用 期 間 平成 21 年 3月31日まで
※勤務成績により継続あり
■問 い 合 わ せ 在宅サービス係（担当 / 丸山）
tel.042-540-0821 fax.042-548-1724
E-mail：aiaihh@whi.m-net.ne.jp

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 20 年 12月27日まで
年始 平成 21 年 1月5日から
（平成 2 0 年 1 2 月 2 8 日から平成
21 年 1月4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 20 年 12月31日まで
年始 平成 21 年 1月2日から
（平成 21 年 1月1日は休みになります）

《所在地》 社会福祉法人 立川市社会福祉協議会

国営昭和記念公園
セブンイレブン
昭和記念公園
立川口前

立川市社会福祉協議会

高島屋

立川市総合福祉センター内
総合福祉
センター前
フェロー
ホームズ

立
川
みずほBK 北

農道

立 川
南口

富士見町2丁目
立
川
南

ローソン

ごんにんごん

都立立川短大

伊勢丹6F
北口

マンション
〒

社協あいあい
ステーション

駐輪場

第一デパート

西立川
ヤマダ電機
ダイクマ

P

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

社協案内図
N

募金箱設置のご協力

いなげや

第四小学校

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。

〒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.whi.m-net.ne.jp/~aiaics/ E-mail：aiaics@whi.m-net.ne.jp

■編集後記
◆包括支援センター訪問の帰りぎわに「バスの待合室 出発時刻 16：00」
が目に止まった。職員の方々のやさしさを感じました。
（英）
◆銀杏の実を 40 個ばかり拾った。オレンジの皮を取り、殻を割って米と一
緒に炊いた。その様子を家猫が恨めしそうに眺めていた。
（須）
◆ 11月。いよいよ花の（?）40 代に ! 三男の出産から始まった激動の 30 代。
家族も含め、支えてくださった皆様に感謝です。40 代は、もう少し人の
役に立てるようになりたいな。
（ま）
◆今、自分が取り組んでいるものを、何年経ってもやっていたいと思えるも
のと出会えていることはとても幸せなこと。そういう方は本当にいい表情
しています。
（晶）
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