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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
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第3次「立川あいあいプラン21」の計画策定がスタートしました

ご意見・ご感想をお寄せくださいご意見・ご感想をお寄せください

● 地域福祉市民活動計画
「立川あいあいプラン21」とは

地域福祉市民活動計画「立川あいあいプラン21」とは、立川市
における地域福祉の推進を総合的・計画的にすすめるための行動
計画です。地域福祉の推進役である本会が中心となって市民や地
域・団体などの課題を明らかにし、それを解決する施策を検討してい
きます。

現在、立川市社会福祉協議会では、平成17年度より推進中の、
地域福祉市民活動計画第2次「立川あいあいプラン21」に掲げら
れている、「誰もが安心して楽しく幸せに暮らせるまち立川」の実現
に向け、「いのちを尊重しともに生きるまち」「人間関係が豊かで孤立
のないまち」「必要な人が必要なときに利用できるサービスの整ったま
ち」「住民が力を発揮し協働できるまち」といった4つの目指すまちを
つくっていくことを理念として掲げ、公私の関係者と連携を図りながら、
地域福祉の推進に取り組んでいます。また並行して立川市の作成す
る「地域福祉計画」とも相互に連携を取りながら、更なる地域福祉
の推進を進めていきます。

第3次「あいあいプラン21」
策定委員会委員名簿

氏　名 選出母体（所属）

森本　佳樹 学識経験者 ◎
見目　周造 立川市自治会連合会
波多野順子 立川市民生・児童委員協議会
野田　美輝 地域包括支援センター
芝田　達矢 関係団体
師岡恵美子 市民活動センター登録団体
吉田　孝二 市民活動センター登録団体
佐藤千鶴子 市民活動センター登録団体
中嶋　節子 市民活動センター登録団体
細谷　　訓 市民活動センター登録団体
二木　竜太 公募市民
田島　　誠 公募市民
野島　一巳 立川市
宮本　直樹 社協理事 ○
任期 　平成 22年 3月 31日まで
◎ 委員長　○ 副委員長

●第3次「立川あいあいプラン21」策定に向けて
平成22年3月をもって第2次「立川あいあいプラン21」が終了する

ことから、現在は平成22年度から5年間の地域福祉市民活動計画第
3次「立川あいあいプラン21」の計画策定に向け、昨年9月より関係
機関・団体や市民公募による策定委員会を設置し、これまでに2回の
会議を行いました。

今後は市民の地域活動の現状を把握し、次期の計画づくりの参考と
させていただくため、各地域において地域福祉懇談会の実施や、関係
機関・団体に地域福祉推進に関するアンケートを取り、プランに反映
していきます。今後ともよろしくお願いいたします。

第3次「立川あいあいプラン21」策定にあたり、みなさまからのご意見をお待ちしています。①立川市社会福祉協議会に今後
期待すること②地域福祉に関する提案など がございましたら、メールまたは郵送にてお送りいただけますと幸いです。いただきまし
たご意見は次回のプランづくりに参考意見として反映させていただきます。

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

高松町地域懇談会のようす



明けましておめでとうございます。皆
さまご家族揃って新しい年を迎えられ
たこととお喜び申し上げます。

昨年は、皆さまもご承知のとおり、100年に一度といわれるような、
金融恐慌、経済不況が全世界を襲い、日本経済や私たちの暮らしにも
大きな影響をおよぼしました。とりわけ、製造メーカーにおける派遣社員
や期間従業員の解雇、社員寮などの早期明け渡し、また、新卒者の
内定取り消しなど、深刻な雇用問題が顕在化しました。
また、昨年の日本の世相を漢字一字で表すと「変」という字が選定

され、「変化」、「変革」、「激変」、「急変」など時代を象徴している一
字だと、改めてうなずかされたところであります。
一方、私たちが住む地域に目を向けてみますと、核家族化や少子高齢化がすすむとともに、市民

の方々のニーズは多様化の一途を辿っています。人や組織は、政治や経済、法律、人口など外部
環境の変化に対応していかないと、取り残されてしまうとよく言われます。それは地域においても同様
だと感じます。しかし、こういう時代だからこそ、私たちは、地域におけるコミュニケーションやつながり
を、これまでと変わらずに大切にしていかなければならないと思います。そして、そのためには、地域に
お住まいの皆さまに、もっと地域のことに関心を持っていただき、地域の活動に参画していただくこと
が重要となります。
本会では、こうした地域の福祉を進めていくために、平成19年度より、地域福祉市民活動計画

第2次「立川あいあいプラン21」に基づき、栄町・若葉町地域に「地域福祉コーディネーター」を
配置し、市民の皆さまの声を伺いながら、地域のさまざまな方 と々連携をとりながら活動を行っていま
す。また、昨年から、市民参画の委員会を設け、平成22年度から5年間の計画第3次「立川あい
あいプラン21」の策定作業を始めました。その一環として、市民の方々のご協力をいただきながら、
地域懇談会等を開催しているところです。
今後も、時代や市民ニーズの変化に対応しながら、「住民主体による福祉コミュニティづくり」を

使命に掲げ、役職員が一丸となり、その達成に向けて、多くの市民や関係機関の皆様と地域福祉
の推進に努めてまいります。ぜひ、よりよい立川の地域づくりのために、皆さまとご一緒させてくださ
い。よろしくお願い申し上げます。

社会福祉法人 立川市社会福祉協議会　会長　須﨑 一男

前号報告した、栄町の自治会さんで開催した「防災の茶話会」についての続報です。茶話会を受け、11
月下旬に立川市防災課の職員を講師として「この自治会で必要な防災対策」について学習会・懇談会を開
きました。

前回の茶話会で「若い人にこそこういう場に参加して欲しい」というご意見があったので、今回は1軒ずつご
訪問をし、会えたお宅には趣旨説明をしながら広報させて頂きました。残念ながら、当日の参加者増には結びつか
なかったのですが、お若い世代の方もいらっしゃることが分かり、企画の開催曜日などに工夫が必要なことがわか
りました。
そして、今回の学習会では前回とほぼ同じ人数の方にお集まり頂くことができ、今後取り組むことを検討するこ

とになりました。例えば、
● 防災訓練を改めてやることは負担になるが、自治会年次総会では比較的多くの方が参加されるので、「つい
でに」炊き出し訓練を実施してみる（今度の3月）

● 減災に必要な備品（発災時、部屋へ救出に入る際に必要なチェーンカッターなど）を自治会で購入する。
● 障害のある方の具体的な救出方法については、ご本人と介助人派遣事業所、社協とで見立てをし、その
後ご近所の方と共有する。

● すぐにできる防災の取り組みは「あいさつ」と講師より説明ありました。コーディネーターも心がけてあいさつ
をさせて頂こうと思いました。

こちらの自治会さんとの活動を通じて、防災はずっと取り組むテーマだと実感しています。3月の総会にはコー
ディネーターも炊き出しのお手伝いに伺います。まだ面識のない方とお会いできるので、とても楽しみにしていると
ころです。

○若葉町の自治会長ヒアリングがほぼ終了しました○
昨年の栄町に続き、若葉町の自治会長さんへのヒアリングを実施しました。お話を伺うと以前よりもぐっと地

域に近づいた感じがします。また、早速若葉町団地さんで、2月に防災の企画を開催させて頂くことになりました。
他の自治会さんともご縁が切れないように、各種の情報提供などをしたいと思います。

会長あいさつ
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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。

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 !

「防災 !  茶話会」・続報

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

ホットホットほっとほっと地域地域ホットほっと地域

地域福祉コーディネーターだより地域福祉コーディネーターだより 〜 栄町・若葉町であった出来事 〜

「防災! 茶話会」の様子です。

社会福祉法人立川市社会福祉協議会・役員名簿
No 氏名 選出母体（所属）

●理　事

1 岩田　良二 立川市老人福祉施設会

2 太田　　登 立川市民生委員・児童委員協議会

3 福本　行廣 立川市民生委員・児童委員協議会

4 中嶋　道代 立川市民生委員・児童委員協議会

5 滝島　秋生 立川市自治会連合会

6 笹本　忠男 立川市自治会連合会

7 見目　周造 立川市自治会連合会

8 澤田　隆光 東京立川ライオンズクラブ

9 伊藤平八朗 東京立川ロータリークラブ

10 柴　　潔子 立川市婦人団体連絡協議会

11 豊泉　喜一 立川教育振興会

12 須﨑　一男 学識経験者

13 金高喜久治 学識経験者

14 近藤　忠信 立川市

15 宮本　直樹 社協関係

●監　事

1 佐藤　和幸 学識経験者

2 佐々木恒夫 学識経験者

　　任期  H19.5.31 ～ H21.5.30　　　　　　　（順不同）



あんたちにゅうすあんたちにゅうす

たかまつ地域包括支援センター（以下、たか
まつ包括）は立川通りから少し入った高松学習館
の向かいにあります。他の地域包括支援センター

は入口からスリッパに履き替えて入るスタイルが多いですが、ここはドアを開くと
すぐに窓口。そのせいか気軽に立ち寄る方が多いようです。介護の相談はもち
ろん、お茶を飲みに来る方、図書館に来たけど休みなので立ち寄ったという方、
『デイに行ってきたのよ』と報告に来る方など、実に様々な地域の方たちが訪
れます。
たかまつ包括の担当エリアは曙町・高松町・緑町。このエリアは介護事業

所が少ない地区でもあるため、たかまつ包括が住民の拠点になっているようです。
他のセンター同様、社会福祉士、主任ケアマネジャー、看護師の専門職員

の方々4人と、隣にある居宅介護支援と兼務している職員2人の計6人が携
わっています。
介護保険事業のほかに、体操教室（第4土曜日）、介護者のための家族会、

出張出前講座、サロン活動なども活発に行っています。
たかまつ包括エリアの特徴として挙げられるのは、曙町・高松町、またそれぞ

れの町会によって雰囲気ががらり
と変わるところだとか。

曙町は丁目によって生活圏が
分かれていて、1丁目は富士見
町方面に、2丁目は繁華街に、3
丁目は羽衣町方面にと、町会ご
とに独自の曙町がある感じを受
けるそうです。また自治会のまとま
りも強く、各々独特の雰囲気を出
しており、中でも3丁目は都営ア

パートがあり一人暮らしの高齢者が多いですが、近所同士の交流が大変活発
なのだそうです。
一方、高松町には3つの商店街があるのが大きな特色で、イベントのときに

お弁当や飲み物を配達してもらったり、センター利用者の車椅子の整備をお願
いしたりと、商店街とたかまつ包括とのやりとりもあるそうです。そのほかにも、買
い物に行くことが難しい高齢者に配達をしてくれたり、買い物時には世間話をし
たりと、普段の生活の中での商店街の人たちのあたたかい見守りが嬉しい地域
のようです。
たかまつ包括エリアは高齢者に限らず一人暮らしが多い地域ですが、ご近所

同士昔ながらのつながりも残っている地域でもあります。「心配な人がいるんだけ
ど…」と何人かの人から相談があったとき、ふたを開けてみると実は同じ人だった!

なんてこともちらほら。お隣を気にかける、困ったことがあるとご近所同士で助け
合うといった、人とのつながりを大切にする人情深さが見えました。
『これからは人と人との繋がりを大切にするためにも、サロン活動に力を入れ

ていきたいと考えています。』と話すたかまつ包括のセンターの加藤さん。先日、
競輪場の一室を借りて、商店街からお弁当を頼みカラオケ大会を企画したそう
ですが、悩みは会場が少ないということ。『空き店舗や競輪場の部屋などが取れ
れば、これからも積極的に行っていく予定です。』と力強い言葉もいただきました。
これからも住民とともに歩むたかまつ包括。『いつも住民の方々に助けられてい

ますので、少しでも地域の役に立ちたいと思っています。たかまつ包括を便利に
使ってもえたら嬉しいですね。』と、職員さんたちも口をそろえておっしゃっていました。
『お茶を飲むくらい気軽な気持ちでお立ち寄りください。おいしいお茶を用意し

て皆さんをお待ちしています。』 　　　　　　　　　　　　   　  （竹内英子）
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○成年後見制度に関する事業について
●成年後見制度に関する相談（制度や利用、申立て等に関する相談支援）
● 司法書士による専門相談（毎月第2（土）午後伊勢丹6階あいあいステー
ション要予約）

● 成年後見制度や権利擁護に関する
講演会の開催

● 成年後見人等への支援、連絡会の
実施

●社会貢献型後見人の受入れ
●法人後見人等の受任　　　等

○成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でな

い方について本人の権利を守る援助者「成年後見人等」を選ぶことで、本人を
法律的に支援する制度です。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見
制度があります。
●法定後見制度

家庭裁判所に本人や親族等が申立て、家庭裁判所が一人一人に応じ
て、適切な法定後見人等「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」を選任
します。後見人等は本人の意思を尊重し、心身の状況や生活の状況に

配慮する義務があります。本人が申立てできず、親族がいない等申立ての
できない場合は区市町村長による申立てが認められています。申立ての
費用は申立人の負担となります。後見人等に対する報酬は、本人の財産
や収入等生活の状況を踏まえ、家庭裁判所で決定します。
種類 後見：判断能力が全くない方

 保佐：判断能力が著しく不十分な方
 補助：判断能力が不十分な方
●任意後見制度

将来、判断能力が不十分でなくなってしまった時に備え、「誰に」「どん
な支援をしてもらうか ?」あらかじめ「任意後見人」を自分で指定して、将来
の財産管理や身上監護事務について代理権を与える任意後見契約を公
正証書で決めておきます。任意後見人は家庭裁判所が選任した任意後
見監督人の監督を受け、契約に基づく事務を行います。

地域包括支援センター通信

センター内の様子
（左から加藤さん、木下さん、紺屋さん、野田さん）

私たちがお待ちしております

○連絡先
立川市中部たかまつ
地域包括支援センター
高松町2‐27‐27
TBK第2高松ビル105号
電話　540‐2031
FAX　522‐1636

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

学費をはじめ、各種貸付を行っています

○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　　FAX　042‐529‐8714
開所時間　月～金曜日　8：30～19：00　　土曜　8:30～17:00

今回は、中部たかまつ地域包括支援
センターのご紹介をします

生活福祉
資金

「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。
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元気 人
●たちママ探検隊って ?
今回の元気人は「たちママ探検隊」で、

子育て応援たちかわマップを作成している矢
島さんと榎本さんです。「たちママ探検隊」と
は、『夢育て・たちかわ 子ども21プラン（立
川次世代育成支援行動計画）』の元に誕生
した『夢たち応援団』の青年部ともいえるグ
ループ。立川での子育て・子育ちを楽しくした
いと心から願い、日々の活動を行っています。

●子育て応援マップづくりのきっかけ
「たちママ探検隊」のマップづくりは、諏訪
通り商店街・若葉町エルロード商店会＆若
葉ケヤキモールに続いて今回の富士見町
商店街＆南富士見商店会が3箇所目になり
ます。
『私は若葉町に住んでいるのですが、ちょ

うど引っ越してきたばかりの頃だったので、
若葉町のことを知りたいなと思って始めまし
た。』と語るのは榎本さん。また同じメンバー
の矢島さんは『1回目からマップづくりのメン
バーだった方とたまたま友だちで、「こういう
活動してるんだけど、一緒にやってみない?」
と誘われたからなんです。』とのこと。マップづ
くりを通じた活動の中、子育てと立川に関す
る共通点はたくさんあったようです。
●子育ての合間に
そんなお2人の出会いはエルロード商店

会＆若葉ケヤキモールのマップづくりのとき。
共通の友人を介してお話を始めたのがきっ
かけだそうです。『他の（マップづくりの）メン
バーもなんですが、結構マメに市報をチェック
して、面白そうな企画に申し込んで体験した
り、自分でママさんサークルを作ったりと、活
動的な人が多いんですよね。』と話す矢島さ
ん。その反面、市報を見て応募するのはとて

も勇気がいること、という話も。『そうなんで
す。マップ作りの情報以外にも市報にはいろ
いろな情報が載っていて、何回か参加すると
勝手がわかってくるんですけど、初めて申し込
む時はやっぱり勇気が要りました。慣れた今
では子どもをアイムの保育室に預けて講座
を聴いたり、調理実習をやったりとかいろい
ろやってます。』と語る矢島さん。色々な活動
をするためとはいえ、最初のうちは矢島さんも
榎本さんもお子さんを保育で預けるのには抵
抗があったそうです。
●マップづくりの醍醐味
子育て応援マップを作るには、当然打ち

合わせから。編集会議は女性総合センター
アイムの“ほっとすぺーす”で見守り保育を
お願いしながらしていたそうですが、少しずつ
地域での打ち合わせも増えたようです。『前
回の若葉町マップの時は、エルロード商店
会の中の一軒「レストラン・ひろば サラ」さ
んが場所を提供してくださって、そこの2階で
会議をしていました。2階が座敷になってい
て、レストランもしているので、ケーキを注文
したりお茶を飲みながらの打合せでした。』と
話す矢島さん。そんな地域の人とのふれあい
もマップづくりの醍醐味のようです。
●商店街で感じること
若葉町と富士見町の二つの商店街の取

材をされた矢島さんと榎本さん。商店街ごと
に感じたことはあったのでしょうか?『若葉町
の時は、商店会とケヤキモールの取材だっ
たのですが、お互いに対抗するんじゃなくて
連携していきたい、というところがありました
ね。また当時は、ケヤキモールさんも客層を
知りたいなど、いろいろ試行錯誤をされてい
る時期だったんですね。それで、私たちと同
年代の客層も意外に多いということで、“一
般の方の声を聴いて参考にしたい”と、この
マップ取材の後に、ケヤキモールの方とエ
ルロード商店会の方と私達で、座談会をもつ
ことになったんです。座談会といってもほとん
ど一方的に私達が思っていることを喋ってた
だけなんですけど、でも“そういう生の意見を
聴きたいから”と、会を設けてくださって。』と
話す矢島さんと榎本さん。その座談会の中
で出た“授乳室があったら便利”という意見
をケヤキモールはすぐに受け止め、早速設

置されたそうです。地域
に住む人・地域で働く人
たちの融合が何より大切
と感じたようです。
また今進めている富士見町

商店街＆南富士見商店会の印
象は?『地域に根付いている昔ながらの商
店が多いという印象を受けました。昔からそ
こに住んでいて、近所の子ども達のこともよ
く見ていて、そういうところがとてもあったか
いなぁと感じました。お米屋さんだとか、空き
店舗利用で商店街の会長さんの声かけで始
まった駄菓子屋さんとか、いろいろありますよ
ね。』と話す榎本さん。『他にはイージーオー
ダーのスーツを作っているテーラーさんにも行
きました。子育てや子どもとはあまり関係のな
いお店なのですが、アンケートの“トイレ貸
します”の項目にチェックをしてくださっていた
んです。「飛び込みでお借りしてもいいんで
すか?」と聞くと「あぁいいよ、貸すよ～」と気
さくな感じで言ってくださいましたね。今回は
このテーラーさんとか、美容院やマッサージ
店など、子育てとはあまり関係がないようなお
店の方も多かったのですが、みなさん協力的
でした。マッサージ店の方は、スタッフの方が
みなさん子育て経験者なので、「子どもを連
れてきても、マッサージの間抱っこしていてあ
げるわよ～」って温かい声をかけていただい
て。』商店街っていいですね。

●目的が一緒の仲間づくり
初めは「マップ作りなんてできるかな?」と

ためらっていたという矢島さんと榎本さん。基
本的には、マップづくりの先輩ママや仲間と
一緒に取材をするそうですが、今回取材した
お店の中には“一人”でうかがったお店もあっ
たそうです。前回の取材時はお店に入ってま

ず初めになんと聞いたらいいのかもわからず、
自分達が何者なのかもうまく説明できなかっ
たといいます。けれども今回は、事前にアン
ケートにお答えいただいているとはいえ、いき
なり「子育て応援マップを作ります」と言われ
ても、お店の方もよくわからないだろうと、最
初にかける言葉や説明の順序や内容なども
工夫したと言います。『マップ作りのメンバー
とも結束が固まってきてますね。ひとつの目
的に向かって一度はギュッとなっているので、
マップ作りの後、しばらく連絡を取り合ってな
くても、次回また集まった時には久々な感じ
がしないんです。』マップづくりと仲間づくりが
同時にできる。そんな印象を受けました。
取材する側・される側の思いもたくさん詰

まったこの“子育て応援たちかわマップ”。取
材をする中でうかがったお店の方の子育てエ
ピソードや、子育て支援に関する情報もたっ
ぷり。このあいあい通信取材時に実際に見
せていただいたエルロードとケヤキモールの
マップには、“たちママ”達がお店の方 と々しっ
かりコミュニケーションをとったからこその言葉
が並んでいました。ドキドキしたり、嬉しかっ
たり。お互いを高め合いながら、元気に楽しく
マップ作りに参加した様子が伝わってきます。
●みんなと共に
最後にマップづくりに携わっての感想をお

2人にお伺いしました。『今まで行ったことの
ないまちのお店を取材して、いろいろなお店
を知り、お店の人とのふれあいを感じることが
できました。そして新しい仲間と出会えたこと
もよかったです。』と矢島さん。また榎本さんは
『マップづくりに参加してたくさん出会いがあ
り、なかなか馴染めなかった立川市に「ずっ
と住み続けたい」と思えるようになりました。
参加できて本当に良かったです』とお話されま
した。2人に共通するのは、マップづくりとい
う同じきっかけで様々な出会いがあったこと。
みなさんもお近くの商店街へ行ってみません
か?　　　　　　　　　 （いわさき まさみ）

たくさんの出会いとふれあいと

矢島　葉子 さん ● 上砂町
榎本真知子 さん ● 若葉町

手作りのマップ

イラスト・浅見照美

平成 20 年 1 月 1 日～ 12 月 31 日（順不同・敬称略）
物品寄付者　ご芳名

■使用済切手・テレホンカード等
ともやすアンドカンパニー
沼田 健
篠宮 恵
小林 幸雄
立川市立第四小学校
立川市第3地区民生・児童委員協議会
立川市第6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
積水ハウス（株）多摩シャーウッド住宅支店
子育て推進課
AD Point
星槎国際高等学校
清水会計事務所
東京システムリサーチ（株）
牛崎 ツヨイ
越智 幸枝
立川市立第三中学校
サエキ保険センター
立川市議会事務局

立川こぶしロータリークラブ
えくてびあん
（社団） 土地改良建設協会
（株）恵誠ハウス
中島
シマ地質（株）
阿川眼科医院
広報広聴課
立川中央病院
福祉総務課
小林 笑子
立川市地域文化振興財団
東京立川ロータリークラブ
立川市生涯学習推進センター
（株）一如社
富岡 節子
JA東京中央会 総務企画部
青梅信用金庫
納税課
下田 武子

高松学習館
並木産業（株）
東京都電気工事工業組合立川地区本部立川支部
ガールスカウト東京都第128団
立川市第4地区民生・児童委員協議会
大澤 萬智枝
佐々木税理士事務所
杉浦 芳子
鈴木 由紀子
松本平太郎美容室本部
堤
東京ガスライフバル 多摩中央（株）
第一生命 立川支店
加藤 徳子
（株）ジャガー東京
平野 章一
山口 陽子
牛山 明美
中込 静子
福永紙工（株）

■福祉機器・用品
ハートフルステーション 伊勢丹立川店
木俣 みどり
トヨタ西東京カローラ（株）
菊地

■その他
相馬 章
（宗教） 真如苑
（株）日本バイリーン
NPO法人 バイオマス産業機構
菅原 フミ
ジョイパックレジャー（株）
あいのて参加者一同
損保ジャパン・システムソリューション
（NPO）しらゆり
園田
鈴木 多喜男
大和ハウス工業（株） 多摩支店
YC読売新聞立川北部サービスセンター

たちママのメンバー
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ご加入いただき、ありがとうございます。
（平成 20 年 11 月 15 日～平成 21 年 1 月 15 日現在）平成 20 年度　立川市社会福祉協議会団体会員一覧

団体・企業名
玉川上水の自然保護を考える会 こじか園 愛光あけぼの保育園 市民活動資料・情報センターをつくる会
（株）タカンナ 東京都立川通勤寮 愛光第5保育園 （有）あいしょっぷ
立川市明るい社会を作る会 （株）朝雅 ワークセンター まことくらぶ （福）東京リハビリ協会
不二オフセット（株） （株）松野商事 （NPO）柿の木ネット （福）昭島ひまわりの家

ご協力いただき、ありがとうございます。
（平成 21 年 1 月 15 日現在）平成 20 年度　歳末たすけあい運動　募金・集計報告

総合計　地区募金5,333,968円　+　一般募金1,702,287円　=　7,036,255円

ご協力いただき、ありがとうございます。
（平成 20 年 11 月 12 日現在）平成 20 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）

合計内訳：準会員60名　正会員441名　賛助会員13名　特別会員4名　団体会員0団体　合計金額：262,900円

自治会名 準 正 賛 特 団 合計数 会費額
高松町高昇会（追加分） 5 2 7 2,300
羽衣町三丁目自治会 82 6 88 47,000
新栄自治会 37 37 11,000

自治会名 準 正 賛 特 団 合計数 会費額
けやき台団地自治会（追加分） 1 1 500
八番組自治会 1 159 4 2 166 89,800
四番組自治会 17 197 3 2 219 112,300

言葉にかえて（寄付者名簿） 平成20年11月1日～12月31日　　総額20,553,447円（敬称略）
日付 氏名・名称 住所 金額
11/6 ニチイホーム立川 31,515
7 立川市パーキンソン病友の会こぶし会 37,000
12 青山 優 幸町 16,000
12 三鴨 信昭 栄町 12,316
13 磯野 俊雄 柴崎町 6,507
17 匿名 10,000
17 須田 朝穂 高松町 64,202
25 第5地区民生・児童委員協議会 656
26 第6地区民生・児童委員協議会 913
27 第4地区民生・児童委員協議会 5,019

日付 氏名・名称 住所 金額
27 第5地区民生・児童委員協議会 973
28 第1地区民生・児童委員協議会 129
12/2 河辺印刷（株） 5,000
3 （株）セレモアつくば 200,000
3 佐々木税理士事務所 1,000
4 トヨタ西東京カローラ（株）立川富士見町店 1,465
12 青山 優 幸町 8,000
12 社会福祉協議会窓口募金箱 6,836
12 全労済立川昭島武蔵村山共済会 9,610
15 磯野 俊雄 柴崎町 8,132

日付 氏名・名称 住所 金額
15 （宗教） 真如苑 20,000,000
18 花の店 むさしの 5,498
18 匿名 3,337
18 曙ゴルフ会 代表 内田務 26,213
19 カトリック 立川教会 50,000
20 東山 夢勇幸 30,000
26 南部ソフトボールクラブ 12,800
26 トヨタ西東京カローラ（株）立川富士見町店 326

地区 自治会名 募金額
富士見 富一東協和会 88,300

東親会 39,450
富士見町二丁目自治会 98,010
五月会 50,000
喜多町会 47,900
富士見町一丁目第3自治会 8,000
上富士町会 60,600
東親和会 46,150
富士見町4丁目西町会 42,500
富士見会 59,100
富士見町五の南町会 55,900
親生会 20,000
立桜会 26,950
富士見町住宅自治会 28,050
レガリア会 10,000

柴 崎 しばさき会 59,500
柴一八幡会 48,550
柴一協和会 99,750
柴二東部会 31,600
柴富士会 10,000
柴二中和会 10,000
柴二南明会 51,300
柴二共生会 58,800
南親会 35,800
柴中会 30,000
柴四東親和会 117,800
柴西会 111,800
柴三北町会 15,000
柴五会 40,000
都営柴六自治会 5,000

錦 錦東和会 57,300
錦和会 34,600
錦西協力会 20,000
錦東会 76,300
錦二の中町会 36,300
錦みよし会 193,500
錦町五丁目親和会 153,260
錦六会 126,750
ときわ会都営錦町第4アパート自治会 3,800

羽 衣 羽衣会 100,043
羽衣町みのわ会 114,800
羽衣町1丁目第2アパート自治会 35,000
都営羽衣町1丁目アパート自治会 5,000
コープ西国立自治会 8,183
羽衣本町会 175,757
東羽衣会 70,700
羽衣町二丁目北町会 99,756
羽衣町住宅管理組合自治会 22,230
羽衣第3アパート自治会 15,000
羽衣町三丁目自治会 38,100

曙 曙一東自治会 30,100
曙町一丁目西町会 64,300
曙一南自治会 80,210
曙町二丁目東和会 38,000
曙町二丁目西町会 50,000
曙二北町会 12,000
曙二南町会 35,734

地区 自治会名 募金額
曙 曙三東町会 30,000

曙町三丁目西和会 46,800
曙町三丁目仲和会 80,800
曙町三丁目アパート自治会 21,900

高 松 高松町松友会 5,000
高松町高昇会 43,400
高松町一丁目協力会 101,900
高松町東友会 82,800
高松町二丁目仲和会 50,000
高松町南自治会 78,458
高松町三丁目松栄会 31,500
高松町共栄会 35,200

栄 睦会自治会 7,000
第二団地自治会 15,000
南砂川自治会 10,000
南栄会自治会 5,000
南部自治会 92,700
江の島道東住宅自治会 45,920
中砂自治会 25,400
新栄自治会 3,700
都栄自治会 3,000
市営江の島住宅自治会 8,200
プライムガーデン国立自治会 2,000
親栄自治会 3,400
千草会 1,700

若 葉 けやき台団地自治会 109,500
ときわ会 3,000
東会 3,000
若葉町団地自治会 133,006
若草会 10,000
十番組自治会 52,600
緑ヶ岡ハイツ自治会 5,000
むさしの自治会 1,500
あすなろ自治会 10,000
太陽会 5,000
はなみずき会 3,000

幸 九番組自治会 74,500
多摩文化村自治会 5,300
親幸自治会 10,000
文化村自治会 13,500
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
いずみ自治会 1,400
幸町都営アパート自治会 9,761
幸友会 12,500
幸町六丁目自治会 15,000
立川幸四南自治会 2,000
つくし自治会 3,500
立川幸町団地自治会 56,480

柏 七番組自治会 54,800
柏町六番組自治会 46,000
こぶし自治会 10,000
都営柏町自治会 10,900
都営柏町第二自治会 10,000
青柳自治会 5,000
若杉会 4,100

地区 自治会名 募金額
柏 上水ニュータウン自治会 10,000

トミンハイム立川泉町自治会 10,000
新青柳会 6,000
五番組自治会 15,000
立川柏町住宅団地管理組合法人評議会 72,500
九重会 6,600
双葉自治会 15,700
北砂川自治会 20,000
玉川上水さかえ野自治会 10,000

砂 川 二番組自治会 10,000
一番組自治会 20,000
三番組自治会 20,000
昭和の森町会 18,200
四番組自治会 16,750
緑水自治会 3,000
大山自治会 74,410
ハイホーム立川自治会 4,450
ハイホーム立川参番館自治会 3,000
ハイホーム立川一番町自治会 1,000

西 砂 天王橋自治会 43,900
希望ヶ丘自治会 5,000
中里自治会 109,200
殿ヶ谷組自治会 65,900
西砂自治会 9,500
諏訪の杜自治会 18,000
都営松中団地自治会 42,200
コープタウン立川一番町管理組合 7,500
エステート立川一番町住宅管理組合 44,300
西砂1けやきの会 3,200

自治会総合計 5,333,968

寄付者名 募金額
一 般 武田 八重子 4,819

西東京臨済会 100,000
恵光院立川不動尊 10,000
武田 直行 3,851
石井 セツ子 3,000
立川駅北口農産物直売実行委員会 22,641
磯野 俊雄 100,000
石橋 孝子 10,000
京セラ（株）立川営業所職員一同 9,683
京セラ（株） 30,000
匿名 10,000
立正佼成会立川教会 100,000
立川市子ども会連合会 327,231
立川市老人クラブ連合会 654,533
匿名 500
ボーイスカウト立川第3団 20,000
立川市明るい社会を作る会 148,616
立川市自治会連合会柏町支部 20,000
立川競輪従事員共済会 32,130
共商会 70,000
競輪場入場ファン 2,950
立川市役所職員 8,007
立川市社会福祉協議会職員 14,326

総　合　計 1,702,287

地区 自治会名 募金額
富士見 五月会 75,650

喜多町会 46,114
レガリア会 13,110
富士見町二丁目自治会（追加分） 2,200
富士見町多摩川団地自治会 30,700

柴 崎 柴三北町会 15,000
錦 錦二の中町会 5,000

錦東会 75,988
羽 衣 羽衣町三丁目自治会 36,100

地区 自治会名 募金額
羽 衣 コープ西国立自治会 4,875
曙 曙二北町会 14,000
高 松 高松町高昇会 41,100
栄 弥生会 7,000

新栄自治会 3,700
若 葉 若草会 3,000
幸 立川幸町団地自治会 56,330

八番組自治会 43,700
砂 川 四番組自治会 99,750

地区 自治会名 募金額
砂 川 北砂川自治会 20,000

大山自治会 59,500
三番組自治会 163,290
西部住宅自治会 6,400
ハイホーム立川参番館自治会 2,500

西 砂 エステート立川一番町住宅管理組合 17,200
合　計 842,207

ご協力いただき、ありがとうございます。
平成 20 年 11 月 13 日～平成 21 年 1 月 15 日

平成 20 年度　赤い羽根共同募金　自治会別集計一覧
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市民活動センターたちかわでは、「早春 ! !市民活動体験月間～この春、何か始めよう～」
と題して、2月1日（日）～28日（土）の期間に、ボランティアなど市民活動に気軽に参加で
きるプログラムを各種ご用意しています。
「これからボランティア活動を始めてみようかな」「どんな活動があるのか知りたい」といっ

た方におススメです。
普段、立川のまちで活動しているボランティアグループの活動の様子を「見学する」「1

日活動に参加する」「シンポジウムや講座に参加し学習する」などお好みのスタイルを選ん
で下さい。
活動体験の分野も、「子育て支援」「自然・環境保護活動」「福祉関係」など様々な活

動があります。
ご自身の興味や都合に合わせてプログラム一覧表（下記に掲載）から活動を探してみる

のも楽しみのひとつかと思います。
市民活動センター主催のイベントも開催します。また、期間以外のプログラムもあります

ので、お気軽にお問合せ下さい。
春は、始まりの季節でもあります。これをきっかけに新たな出会い、活動に向けてスタート
を切ってみませんか !
■参加方法
1、「活動先一覧を受取る」　1月26日（月）～

  市民活動センターたちかわ窓口か伊勢丹6階あいあいステーションにて活動一覧を配
布しています。

〈市民活動センターたちかわ〉
  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
〈あいあいステーション〉

 開所日・時間：伊勢丹営業日　（月）～（日・祝祭日）10：00～18：00
2、希望する活動を選んで「参加申込カード」を書く

 活動先一覧からプログラムを選んで、参加申込書に必要事項をご記入ください。
3、窓口にて申込み　1月26日（月）～2月27日（金）

 必ずご本人が「参加申込カード」を市民活動センターたちかわ窓口までご持参ください。
 ご希望をもとに活動先や日程の調整を行います。
 ※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。

食の安全、安心が注目されているなか、立川には、地元の農家の方が市民と一緒になっ
て農作物を栽培する体験型農園「スマイル農園」があります。この農園では、土に触れ、収
穫する体験を通して、野菜などに興味を持ち、自然、季節を感じることや旬の野菜を食べる、
知る機会になっており、今年度は、延べ約2100人の方が参加しています。
今回の市民おもしろ大学は、立川市農研会顧問で、「スマイル農園」の農園主である豊

泉裕さんを講師にお招きし、立川の農業の現状や取組み、活動などについてお聞きします。

当日は、地元野菜を試食して頂きながら、食の安心、安全、地産地消について皆さんと一
緒に考えて行きたいと思います。
野菜嫌い、苦手の方にもぜひ参加して頂きたい野菜が好きになる講座です。

 日　時：2月21日（土）　14：00～16：00（13：30～受付開始）
 会　場：こぶし会館（立川市幸町5-83-1）
 交　通：多摩都市モノレール砂川七番駅下車徒歩5分
 バ　ス：立川駅北口より玉川上水駅行きこぶし会館前下車
 定　員：40名
 問合せ・申込み：市民活動センターたちかわ
   ☎042-529-8323/Fax：042-529-8714
   E‐mail：aiaivc@whi.m-net.ne.jp

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」、
「法人格をとったらどんな実務があるのだろう」、「新しく会計の担当になったが会計の基礎
がわからない」「法人を設立して間もないけれど、事務手続きにとまどっている」など。
こんな方はぜひご活用ください。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活用いただける内容です。
 内　容：①2月　3日（火）　NPO法人設立ガイダンス
 　　　　②2月12日（木）　定款のつくり方
 　　　　③2月14日（土）　NPO法人の会計・税務
 　　　　④2月24日（火）　NPO法人の労務
 　　　　※必要な回のみの選択も可能です。
 時　間：①②④19：00～21：00/③10：00～15：00
 場　所： ①②④立川市女性総合センター・アイム5F第3学習室（立川市曙町

2-36-2）
 　　　　③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）
 対　象： NPO法人取得を検討されている団体の方や NPO法人・非営利団体で

実務を担当されている初心者の方、非営利団体活動者、行政スタッフ、
ボランティア・市民活動センタースタッフ、NPO活動に関心のある方

 定　員：30人
 参加費：①500円　②500円　③2000円（資料代込み）　④500円
 問合せ・申込み：市民活動センターたちかわ
   ☎042-529-8323/Fax：042-529-8714
   E‐mail：aiaivc@whi.m-net.ne.jp

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

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。

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

玉川上水の自然保護を考える会
 ○活動日 2/1（日）13：00～16：00
  2/22（日）9：00～12：00
 ○場　所 こんぴら橋会館（集合）
 ○内　容 玉川上水の環境保護活動

バイオマス産業機構
 ○活動日 2/7（土）、2/21（土）
  13：30～15：30
 ○場　所 たまがわ・みらいパーク
  （旧多摩川小学校）
 ○内　容 陶芸教室のお手伝い
 ○定　員 1～2名

自立生活体操クラブ
○活動日 2/4（水）、11日（水）、

  25日（水）
  いずれも13：30～15：00
○場　所 西砂学習館
○内　容 健康体操の見学・体験

たちかわパソコン倶楽部
○活動日 2/14（土）、28（土）

  14：00～16：00
○場　所 総合福祉センター
○内　容 パソコン相談会の手伝い

市民活動サポートセンター・アンティ多摩

○活動日 ①2/2（月）、9（月）、26（木）
  　12：30～13：30
  ②16（月）13：30～15：30
  ③21（土）13：30～16：30
○場　所 ①②ミニコミ広場

  ③近隣公共施設（予定）
○内　容 ミニコミ等見学、資料整理等
○定　員 ①1～2名 /②5名 /③20名

グッドネイバー西砂・一番
○活動日 ①2/02（月）、09（月）、

  　16（月）、23（月）
  　9：30～14：00

  ②2/10（火）、24（火）
  　9：30～11：00
  ③2/16（月）
  　13：00～13：40
○場　所  ①③松中小学校

  ②西砂ホーム
○内　容  ①③中休み及び昼休みの遊

び相手、地域交流教室の手
伝い

   ②生花教室手伝い及び話し
相手

○定　員 ①③5～10名 /②2～3名

西砂・一番市民活動ネットワーク

○活動日 ①2/5（木）
  　19：30～21：30
  ②2/26（木）
  　10：00～15：00
○場　所 ①西砂学習館

  ②一番福祉作業所
○内　容 ①定例会

  ②ガーデニングづくりの手伝い
○定　員 ①5名 /②10名

立川トーストマスターズクラブ会
○活動日 2/8（日）、22（日）

  13：30～15：30
○場　所 柴崎学習館
○内　容  話し方・スピーチの会活動見学
○定　員 10名

ケア・センターやわらぎ
○活動日 2/6（金）、20（金）

  13：30～14：30
○場　所 やわらぎホーム西立川
○内　容 書道クラブの補助
○定　員 2名程度

ぐる～ぷ　あゆみ
○活動日 2/6（金）、13日（金）、

  20（金）、27（金）
  いずれも10：00～15：00
○場　所 ボランティアルームしばさき
○内　容 布のおもちゃづくり
○定　員 なし

自立生活センター・立川
○活動日 2/25（水）、27（金）

  10：30～12：15
○場　所 第六小学校

「早春 !! 市民活動体験月間～この春、何か始めよう」

第18回市民おもしろ大学立川発 ! 旬の野菜を食べよう!!
～地産地消と食の安全・安心を考える～

NPO法人・非営利団体のための運営実務あれこれ講座

早春 !! 市民活動体験月間 ～この春、何か始めよう～ プログラム一覧（概要）

環境

文化・スポーツ

情報

まちづくり

障がいのある人や高齢者

体験ＯＫ 見学ＯＫ

体験ＯＫ 見学ＯＫ

体験ＯＫ

体験ＯＫ 見学ＯＫ

体験ＯＫ 見学ＯＫ

体験ＯＫ 見学ＯＫ

体験ＯＫ 見学ＯＫ

見学ＯＫ

体験ＯＫ 見学ＯＫ

体験ＯＫ 見学ＯＫ

体験ＯＫ 見学ＯＫ
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■リトミックお母さんに贈る「優しい時間」シリーズ企画
　～読み聞かせ&アイリッシュハーブの音楽～
『優しい時間』をすごして、お母さんにリフレッシュしていただきたい、という思いから生まれ

た、優しい時間シリーズ、すてきな本をよりすぐってご紹介します。
『あなたをずっとずっとあいしてる』『だじゃれしょくぶつえん』などとハープ演奏のコラボ、優

しく心に響くプログラムを用意させて頂いています。子どもたちが本物にふれる、親子の優し
いひととき、としても…至福の時間をお楽しみください。
 日 時：2月6日（金）　10：30開演
 場 所：まんまる助産院（立川市若葉町2-1-1）
 料 金：2000円　お茶&スイーツ付
  読み聞かせ（キャリア10年）：下井田明子さん
  アイリッシュハープ演奏：梶伸子さん
 申込み・問合せ：エル・ソレイユ
   ☎ /Fax：042-593-4330
   まんまる助産院
   ☎ /Fax：042-534-9877

■親子で触れあって、楽しく遊びましょう!
リトミックとは、スイスの作曲家エミール・ジャック・ダルクローズ（1865―1950）によっ

て創案された音楽教育体系であり、リズムや音に対して身体的に反応、行動することによっ
て、諸感覚を鋭敏にし、精神と身体を一致調和させ、集中力や自発性、表現性などを培い、
技術、技巧によらない創造的な人間教育を目ざすものです。
 日 時：2月13日（金）　①10：00～ /②11：00～
 対 象：①2歳以上（15組）/②1歳～2歳（15組）
 場 所：たまがわ・みらいパーク（旧多摩川小学校）　ドレミホール
  （立川市富士見町6-46-1）
 講 師：松井直子さん
 参加費：無料
 申込み：ミニトマの木
  ☎ /Fax042-521-2814（阿部さん）
   Faxで申し込まれる方は、保護者の氏名、お子さんの氏名（ふりがな）、

お子さんの月年齢、住所（町名まで）、連絡先（電話 /Fax）をお書き下さ
い。なお応募者多数の場合は、抽選となります。

■講演あなたの笑顔が介護を変える
ケア・センターやわらぎの代表石川治江さんの講演会です。
石川さんは、現在の介護がまだ「措置」の時代から、常に介護の『ベストな形』を開拓し

てきました。
経済状況の悪化や年金問題等々…高齢期を日々自分らしく生きるその「足元」さえも確

かなものとは言えない状況となっています。そのような中で、私達は「介護」にどのように向き
合っていけばいいのか。また、そのことで自分自身に何が跳ね返ってくるのか。
ご一緒に考えてみませんか ?皆様お誘いあわせの上、ご参加下さい。

 日 時：2月28日（土）　13：30～15：30
 講 師：石川治江さん
 会 場：やわらぎ研修センター
  （立川市錦町3-1-3第26クリスタルマンション1F）
 参加費：無料
 定 員：30名（先着）
 申込み：氏名・所属・電話番号をご記入の上、Faxまたは郵送にてお申込ください。
  NPO法人ケア・センターやわらぎ（立川市富士見町2-31-23）
  ☎042-526-2207/Fax：042-526-2208（本間さん、鈴木さん）

■ミスタースリムカンパニーによるロックンロールコンサート
ロックは多少誤解されている部分がある。基となっているプレスリーの音楽は、教会音楽

の祈りの歌であり、彼の声質はその祈りに適していたのである。ロックには聞く人たちに命を
奮い立たせる要素がある。地域住民に、生きる糧となるような贈り物をしたい。
本物のライブのロックを観に来て下さい。

ミスタースリムカンパニーは1975年、深水三章さんが旗揚げしたロックンロールミュージ
カル集団です。
その後、海外から帰国した、兄・龍作さんが加わり現在に至っています。
深水三章さんは現在もTV等で名バイプレーヤーとして、俳優活動を続けています。

 日 時：3月1日（日）　開演15：00～（1時間ほど）
 定 員：130名（申込み順）
 会 場：幸学習館講堂（立川市幸町2-1-3）
 参加費：無料
 申込み：☎042-534-3076（坂下さん）

■「認知症高齢者のための初期対応について」
　 ～精神症状（暴力・暴言・物盗られ妄想、うつ）を持つ方と介護者への支援について
考える～
施設で暮らす高齢者とそこでケアする職員との双方への支援を目的に作成された「精神

症状を持つ認知症高齢者のための初期対応プログラム」のご紹介と「認知症におけるうつ
症状の新しい理解とうつ病」についての講演です。
 日 時：3月6日（金）　18：30～21：00　開場　18：10
 会 場：立川市市民会館（アミューたちかわ）小ホール（立川市錦町3-3-20）
 参加費：無料
 定 員：200名
 主 催：認知症高齢者のケア技法開発研究会
 申込み：至誠ホーム事務局（立川市錦町6-28-15）
  ☎042-527-0035/Fax：042-527-2646（大澤さん）

■2009新春のおたのしみ映画会「蟹工船」上映
立川親と子のよい映画をみる会は、豊かな心の子どもを育てたいと、親と子、大人と子ど

もが一緒になって映画をみて、話し合う場を作っています。
今回の映画会は、「蟹工船」（1953年作品・モノクロ）を上映します。
プロレタリア文学の名作「蟹工船」には現代に通じる「ワーキングプア・格差社会」が

描かれています。格差社会の中で将来への不安が加速する若者を中心に共感を呼び、異
例のブームが到来。その時代をリアルに感じることの出来る映像が存在していました。
衝撃の秀作として名高い映画をスクリーンでご堪能下さい。

 日 時：3月8日（日）　14：00～16：10　開場13：30
 会 場：幸学習館講堂（立川市幸町2-1-3）
 料 金：無料（先着130名）
 問合せ：立川親と子のよい映画をみる会
  ☎ /Fax042-535-2966（岡野さん）
  E-mail：mokano@sannet.ne.jp

■美しき日本の歌神崎ゆう子～オーケストラと歌う～
元NHK歌のお姉さんの神崎ゆう子さんによる歌と進行、東京ニューシティ管弦楽団によ

るオーケストラ演奏で、心に残る日本の歌、親から子へ伝えたい名曲の数 を々お届けします。
 日 時：3月22日（日）　14：00開演（13：30開場）
 会 場：立川市市民会館（アミューたちかわ）大ホール（立川市錦町3-3-20）
 出 演：神崎ゆう子・ゲスト：吉俣良（NHK大河ドラマ「篤姫」作曲・音楽担当）
 指 揮：内藤彰演奏：東京ニューシティ管弦楽団
 曲 目： 早春賦、せいくらべ、たき火、ねむの木の子守歌、里の秋、みかんの花咲

く丘、「篤姫」よりメインテーマ、ほか
 料 金：全席指定　S席3,500円　A席2,500円
 その他：未就学児の入場はご遠慮下さい。
 申込み：立川市市民会館（アミューたちかわ）☎042-526-1311
  東京ニューシティ管弦楽団事務局
  ☎03-5933-3266/Fax：03-6766-3782
  チケットぴあ☎0570-02-9999（Pコード305-748）
  URL：http：//t.pia.jp
  e+（イープラス）URL：http：//eplus.jp
  ※東京芸術劇場・東京文化会館チケットサービスでも発売

イベント・講習・講座

■親子サークル「親子でレッツゴー」保育ボランティア募集
「親子でのリトミックのサークルですが、4月より親のヨガ教室を始めることになりました。
活動中に子供達（2歳～3歳、15名程度）を別室の保育室で見ていただける方を募集して
います。月に1回でも結構ですので、ご協力お願いします。
 日 時：4月より毎月第1、3木曜日　10：00～11：30
 場 所：砂川学習館（立川市砂川町1-52-7）
 問合せ：☎042-537-6191（武藤さん）

■地域デイグループスマイルくらぶ補助指導員募集
スマイルくらぶは、知的ハンディのある子どもたちが、放課後や土曜日の余暇時間を仲間

や指導員・補助指導員さんと楽しく過ごす場です。一人ひとりの個性を大切にし、その秘め
た可能性をいっぱい伸ばしたい、仲間と楽しく過ごす場所が欲しいという親たちが願いを一つ
にして作った会です。

スマイルくらぶでは今、補助指導員を募集しています。子どもとふれあうことが大好きなあ
なた、なんだかやってみたいと思うあなた、スマイルくらぶで働いてみませんか。
 場 所：立川市高松町3-25-10　富士永ハイツ101
 内 容：知的ハンディのある子どもたちの余暇活動支援
   ※下校時学校にお迎えに行き、バス・電車を利用し移動する際の支援、

リトミック・エアロビクス・工作・外遊び等の活動を一緒にしながら支援
 資 格：18歳～45歳位（未経験者歓迎・専門資格は不要）
 勤 務： 月曜日14：00～18：00/水曜日13：45～17：45/
  土曜日9：30～17：30
  ※週1日からでもOK。
  ※学校休業中及び活動内容によって勤務時間に多少変更あり。
 賃 金：時給　850円　交通費別途支給（上限600円）
 問合せ：☎042-524-6064（高橋さん）

ひと・モノ・募集

○内　容 小学5年生総合学習での交流
○定　員 2名

スマイルくらぶ
○活動日 2/7（土）、14（土）、

  21（土）、28（土）
  時間はいずれも9：30～16：00
○場　所  スマイルくらぶ及び総合福祉

センター
○内　容  障害のある子どもの遊び相手等
○定　員 2～3名

親子で学ぶサークル『ハーモニー』

○活動日 ①2/5（木）15：00～16：00
  ②2/6（金）10：30～11：30

  ③2/15（日）14：30～15：20
  　　　　　15：30～16：30
  ④2/20（金）11：00～15：00
  ⑤2/27（金）10：20～11：20
○場　所 ①②高松学習館

  ③⑤こぶし会館
  ④東京メトロチャーチ
○内　容  わらべうた・親子英語教室・

HipHopダンス等での子ども
の見守り活動

○定　員 1～2名

子育て支援ボランティア　ミニトマの木

○活動日 2/   6（金）11：00～15：00
  2/   8（日）11：00～15：00
  2/13（金）11：00～15：00
  2/20（金）11：00～15：00
  2/22（日）11：00～15：00

  2/27（金）11：00～15：00
○場　所 たまがわ・みらいパーク

  （旧多摩川小学校）
○内　容  「子育てひろば」での見守り

活動
○定　員 2名

より良い住宅環境作りを支援する会

○活動日 2/8（日）9：00～16：00
○場　所 たまがわ・みらいパーク

  （旧多摩川小学校）
○内　容  小学生を対象とした「プラモ

デルづくり教室」の手伝い
○定　員 4名

教育支援協会東京第二支部

○活動日 平日毎日　13：00～18：00

○場　所 多摩っ子クラブ上砂教室
○内　容  小学生を対象とした「放課後

の居場所作り」と「おもしろ理
科実験」や「放課後イングリッ
シュ」といった体験型学習プ
ログラムの提供。

○定　員 1～2名 /日

東京賢治の学校
○活動日 ①2/11（水）13：00～20：00

  ②2/21（土）時間未定
○場　所 ①市民会館小ホール

  ②東京賢治の学校ホール
○内　容 ①高校生による劇公演の支援

  ②公開研究授業の見学
○定　員 ①②10名

子ども

体験ＯＫ 見学ＯＫ

体験ＯＫ 見学ＯＫ

体験ＯＫ 見学ＯＫ

体験ＯＫ 見学ＯＫ

体験ＯＫ 見学ＯＫ

体験ＯＫ 見学ＯＫ
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■編集後記

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

古紙配合率70%
再生紙を使用しています。

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

相談の種類 実施日 実施時間 相談員 概要

法律全般 毎月 第1・3・4・5土曜日

１３：００～１６：００

司法書士 完全予約制1人45分

法律全般 毎月　第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

心のふれあい相談 毎週　木曜日 民生委員 予約不要

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

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

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）   

■募 集 職 種 看護職員
　高齢者デイサービスセンターでの看護業務
　（利用者の健康管理、機能訓練、介護など）
■応 募 資 格 以下の要件を満たしている方
　①看護師または准看護師免許のある方
　②普通自動車運転免許のある方
■採 用 予 定 日 随時（面談の上、決定します）
■採 用 人 員  1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 立川市総合福祉センター内
■雇 用 形 態  短期雇用職員（嘱託職員）
■勤 務 日 時  ◎日勤で週5日※日曜を含む週休2日制
 ◎年末年始、祝祭日は休み
 ◎  8 :30～17 :15の8時間以内（時間

外勤務あり）
■給 与 月給　220,000円
 交通費支給、社会保険等福利厚生あり
■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

しゃきょう箱しゃきょう箱しゃきょう箱しゃきょう箱

募金箱設置のご協力

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

◆問合せ  総務係  ☎042-529-8300

◆包括を取材して人と人をつなぐ、地域をつなぐその方法はそれ
ぞれでも着実に地域に思いを発信していると感じます。（英）

◆今回の取材は “たちママ”。マップ仲間や取材での出会いをたく
さん話してくださいました。人と人をつなげるのは、やっぱり人な
んですね。さぁ、商店街へ行こう!!（ま）

◆気持ちが弱っている時には、体力も落ちてしまうものですね。大
きな風邪にやられ我が家では旦那が大忙しです…。（晶）

『看護職員』募集 『送迎運転手』募集
■募 集 職 種 運転手（代替）
　 高齢者デイサービスセンターでの送迎運転業務
　（地域は立川市内）
■応 募 資 格
　①ワゴン車を運転できる方
　②二種免許や大型免許保持者なら、なお可
■採 用 予 定 日 随時
■採 用 人 員  若干名
■応募・選考方法 下記にご連絡ください。
 随時、面接及び運転試験を行います。
■勤 務 地 立川市総合福祉センター内
■雇 用 形 態  短期雇用職員
■勤 務 日 時 ◎ 週1日から2日（常勤運転手が休んだ場

合の代替運転手）
 ◎  8:30～11:00、14:30～17:00の5

時間
■給 与 時給　955円
 通勤手当一日につき360円支給
■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 立川市社会福祉協議会在宅サービス係 （担当 /丸山）
　〒190-0013 立川市富士見町2-36-47 立川市総合福祉センター2F
　tel.042-540-0821　fax.042-548-1724　E-mail:aiaihh@whi.m-net.ne.jp


