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  会長就任にあたって
暑さ厳しい折ですが、皆さまにおかれましては、ご健勝のこととお喜び申し上げます。
この度、須﨑一男前会長の後任として、立川市社会福祉協議会会長に就任した小川富

とみちか

史でございます。
皆さまもご承知のように、いまの社会全体を見れば、昨年来の経済不況に伴い、企業収益の悪化、雇用の

不安定化、消費の冷え込みなどが社会問題になっています。また地域に目を転じれば、近隣関係の希薄化、自
殺者の増加、深刻な虐待問題などが出現し、今こそ、地域社会のなかでの人と人とのつながり、お互いのたす
けあいや支えあいが強く求められているときはありません。

このようななかで、法的にも地域福祉の推進役として規定されている社会福祉協議会の役割がますます重要になり、この時期での
会長就任に、その重責をひしひしと感じるところでございます。
福祉の現場は初めてではございますが、市民の皆さまや地域の関係機関・団体の皆さまと手を携え、「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、役職員とともに力を尽くしたいと存じます。
今後とも、皆さま方のご支援、ご協力を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  小川富史

●立川市社会福祉協議会はこんな活動をしています
社会福祉協議会は地域の住民を会員とする民間の社会福祉団体で、市民自らの手で誰もが住みよい「まち」をつくり上げていくための活動拠点です。

地域福祉の推進を総合的に図っていくことを目的とし、市民の地域活動の支援や地域で福祉サービスを必要とされる方々への相談援助、サービスの提
供等を行い、誰もが安心して楽しく幸せに暮らせるまち「立川」の実現をめざして幅広い活動を行っています。

●社協会員への加入にご協力ください
活動の趣旨に賛同し、入会された方が会員です。会員が増えることにより地域活動の輪（和）が広がります。いただきました会費は小地域での地域・

福祉団体への活動助成、社協あいあいステーションの運営やあいあい通信の発行費など、福祉のまちづくりのための事業の財源として活用いたします。

●会費の使いみちは？  ～H21予算（6,328,000円）の内訳
会費は、社協の基本的な財源であり、地域福祉の推進のため、以下のように使わせていただきます。

誰もが安心して暮らせる地域づくりのために・・・4,186,000円
 ・地域福祉活動費助成／地域の自治会  900,000 　　・グッドネイバー推進団体助成  580,000
 ・地域福祉活動費助成／老人クラブ連合会  292,000 　　・ささえあいサロン助成  770,000
 ・地域福祉活動費助成／子ども会連合会  453,000 　　・市民活動団体助成  1,000,000
 ・地域福祉活動費助成／立川市スカウト育成会  146,000　　・地域懇談会等の開催経費  45,000

困ったときの相談窓口を運営するために・・・288,000円
 ・社協あいあいステーションでの法律相談事業  288,000

広報や普及宣伝、情報提供を行うために・・・1,854,000円
 ・機関紙「あいあい通信」の発行  672,000 ・感謝のつどい  215,000
 ・社協ホームページの制作と運営  867,000 ・地域福祉普及イベント  100,000

●会費の納入方法について
①自  治  会  各自治会に取りまとめをご協力いただいています。
②持ち込み   社協窓口および社協あいあいステーション（伊勢丹立川店6階）等で受け

付けています。
③集　　金   社協職員が直接集金に伺います。

※ このようにさまざまな事業に使わせていただきま
す。会員になるということは、こうした事業を側面か
らサポートしていただくことになります。また、それ
は、地域福祉への参加の手段の一つと言うことも
できます。

会員の種類

正会員 賛助会員 特別会員 団体会員
（企業・施設）

500円 1,000円 3,000円 一口  5,000円

正 会 員 10,066 人
賛 助 会 員 482人
特 別 会 員 60人
団 体 会 員 106団体
準 会 員 382人
合 計 11,096 件

6,560,833 円
※ 一部、会員区分の金額と異なった納入がありますので、
会費収入額を件数で割り切ることはできなくなっています。
ご了承願います。

●平成20年度の会員加入状況

新会長就任あいさつ
去る5月31日の理事会において、立川市社会福祉協議会第10代会長小川富史が就任いたしましたので、ご挨拶させていただきます。

たちかわ社協の会員を募集していますたちかわ社協の会員を募集しています
『誰もが安心して楽しく幸せに暮らせるまち立川』の実現のために
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平成 20年度　事業報告
平成20年度の事業報告及び収支決算報告が去る5月15日の理事会、22日の評議員会にて承認されました。ここでは各事業ごとに昨年度の事業報

告を行います。

平成20年度決算　一般会計〈単位：千円〉　※経常活動経費のみ

①会費収入
②寄附金収入
③市補助金収入
④都受託金収入
⑤市受託金収入
⑥東社協受託金収入
⑦事業収入
⑧共同募金配分金収入
⑨介護保険収入
⑩自立支援収入
⑪雑収入
⑫受取利息
⑬会計単位間繰入金
⑭経理区分間繰入金

①人件費支出
②事務費支出
③事業費支出
④共同募金配分金事業
⑤分担金支出
⑥助成金支出
⑦経理区分間繰入金支出

総務係

ご参加・ご協力ありがとうございました
20年度も多くの方々に、財政支援というかたちで、社協活動に参加・協力をいた

だきました。この場で改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。
社協会員 
たちかわ社協は、活動に賛同してくださる市民の皆さまや地域の施設・団体、企

業などの方々に、会員となっていただき、運営のサポートをしていただいています。
会費の使途 ●社協あいあいステーション事業

  ●福祉広報紙「あいあい通信」の発行
  ●地域福祉活動・市民活動助成事業など

正 会 員 10,066 人
賛 助 会 員 482 人
特 別 会 員 60 人
団 体 会 員 106 団体
準 会 員 382 人
合 計 11,096 件

6,560,833 円

ご寄附 
さまざまな方々より、立川市の福祉推進のためとして、たくさんの寄附金をいただ

きました。   
157件  24,952,978円

共同募金運動 
共同募金運動として、10月には「赤い羽根募金」、12月には「歳末たすけあい募金」

運動を展開しています。皆さまからご協力いただいた募金は民間福祉の振興や地域
福祉活動費として、東京都共同募金会より配分されています。
■歳末たすけあい運動募金■
協力自治会143件／協力団体・個人22件　　　　募金額 7,109,355円
20年度配分金（7,778,440円）の使途

 ●専門相談事業
 ●市民活動センター通信の発行
 ●心身障害者スポーツ大会     など

■赤い羽根募金■
協力自治会148件／協力団体・個人9件  　　　　募金額 5,107,395円
20年度配分金（1,355,000円）の使途

 ●ボランティアルームしばざきの運営
 ●市民活動センター機材貸出事業    など 

助成事業 
会費や寄附金等を財源として、地域自治会や市民活動団体等を対象に、活動費等の

助成を行いました。

地域福祉活動費助成 3 団体 989,000 円
地域福祉活動費助成●自治会 93 団体 994,320 円
市民活動助成●立ち上げ資金 4 団体 200,000 円
市民活動助成●事業資金 16 団体 1,363,693 円

広報活動 
地域福祉の普及・活動推進や、市民活動団体等への情報提供などを目的として、広

報誌あいあい通信を発行しています。なお、市民活動センターたちかわ通信は、あい
あい通信発行月には、あいあい通信にはさみ込んで発行しています。

あいあい通信 5 回  毎号 73,000 部
市民活動センターたちかわ通信 12 回  年間 416,400 部

資金の貸付など 
低所得世帯に対する貸付や、正規雇用をめざす方々などに対し生活安定応援事業

を行っています。

相　談 貸　付
生活福祉資金等の貸付 223 件 37 件 63,535,000 円
●生活安定応援事業
就職チャレンジ支援事業 168 件 33 件 ※職業訓練等の紹介
生活サポート貸付事業 15 件 0 件 0 円
チャレンジ支援貸付事業 52 件 9 件 1,222,000 円

市民活動センターたちかわ

“市民文化の創造”を使命として、ボランティアや NPO・地域活動などあらゆる
市民活動をサポートするセンターとして、市民参画の運営委員会により、運営を行っ
ています。
地域福祉コーディネーターの活動 
19年度より、栄町・若葉町地区に、
地域福祉コーディネーターを配置し
ています。自治会･民生委員･地域包
括支援センター等と連携しながら、
地域課題の解決や予防を重視した活
動を行いました。
地域懇談会等の開催・協力 
地域課題の把握やその解決策の検討などを目的

に、地域での住民懇談会等や防災をテーマにしたま
ち歩きなどの開催や協力を行いました。
※回数は役員会等も含む
相談・登録グループ 
ボランティア・市民活動に関する相談およびコーディネートですが、特徴は ｢保

健・医療・福祉｣と ｢子ども ｣分野の相談が多いことです。また、登録団体については、
施設利用や情報の周知などの支援を行いました。

講座・体験プログラム・協働事業 
活動のきっかけづくりに関する講座や、体験プログラムなどを実施しました。

講座等 市民活動団体向け実務講座 4回 /23人
市民活動団体向けマネジメント講座 3回 /54人
市民おもしろ大学 3回 /117人
NPO法人設立ガイダンス 4回 /33人

体験 夏！体験ボランティア（協力 :70団体／107 プログラム） 166人
協働事業 ふれあいミュージックフェスティバル 1,110人

学校を核とした市民学習支援 
市内の学校を核にして、児童･生徒と地域住民が学び、

交流しあう授業づくりなどのコーディネートを行い、児
童･生徒の豊かな成長、学校を核とした地域づくりに寄
与しました。

栄町・若葉町地区 39 回
西砂・一番町地区 22 回
幸町地区 9 回
高松町地区 9 回

小学校 7 校
中学校 5 校
高等学校 3 校

15 校

市民活動に関する相談 856 件
市民活動以外の相談 433 件
助成事業にかかる相談 21 件
相談件数合計 1,310 件
登録団体 124 団体

各種相談の受付･対応 202 件
連絡調整･普及･ヒアリングなど 330 件
講演会･学習会等の開催 6 回
地域懇談会等の開催協力 39 回
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地域あんしんセンターたちかわ

判断能力の不十分な方々が、住みなれた地域で安心して生活できるよう、地域福祉
権利擁護事業（日常生活自立支援事業）や成年後見制度の利用支援、及び、入居支援
福祉制度（住宅保証人）などを行っています。
相談事業 
福祉サービスの利用や成年後見制度などに関する総合相談の受付を行うととも

に、社協あいあいステーションにて、成年後見制度および相続に関する専門相談を
行いました。
 ■総合相談 　172件（初期相談）
 ■専門相談　   65件（成年後見制度、相続）
地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）
判断能力の低下した市民が安心して自分らしく暮らせるよう、福祉サービスの利用

支援や日常的な金銭管理サービス、重要な書類等の預かりサービスを行いました。
 ■利用者数　   62人
成年後見制度 
立川市内の成年後見に関する相談対応や出前講座・講演会を実施し、制度普及に

努めています。また、成年後見制度推進機関として後見人への支援や、法人として後
見人を受任しています。
 後見等受任件数　■後見 11件　■保佐 2件　■補助 1件

ふじみ地域包括支援センター（基幹型センター）

介護が必要な方やご家族を支援する地域の総合相談窓口です。関係機関間のネッ
トワーク構築や権利擁護に関する相談対応、地域での予防事業普及なども行ってい
ます。
総合相談支援 
市民や関係機関・団体とのネットワークに基づいて地域の実態把握を行いながら、

市民のニーズに対する総合相談支援を実施しました。

介護予防の取り組み 
地域における介護予防の取り組みを進めるため、地域の住民や団体と協働し、「介

護予防教室」や「介護者のつどい」などを開催しました。
基幹型センターとしての取り組み 
基幹型センターとして、各種の関係機関や専門職種間の連携会議の開催、ケアマ

ネジャー等の研修事業を実施し、地域のケアネットワークの形成を進めています。

総合相談・支援 2,843 件
実態把握件数 532 件
苦情受付件数 16 件
申請受付・代行件数 805 件

介護保険事業

市民の皆さまに質の高い介護保険サービスを提供するとともに、社協組織内の連
携により、包括的な支援を行っています。
居宅介護支援事業 
介護サービス計画（ケアプラン）等を作成し、市民の在宅介護支援・相談対応等を

実施しています。
■介護サービス計画作成件数　1,379件　■予防支援計画作成件数　153件
■要介護認定調査　49件
ホームヘルプサービス 
介護保険制度、障害者自立支援制度など、介護が必要になった方に、ホームヘル

パーが介護や家事をサポートしています。
■訪問介護　　　　　延べ利用件数　1,181件
■介護予防訪問介護　延べ利用件数　　485件

■自立支援ホームヘルプサービス
　●居宅介護　身体障害者支援　延べ利用件数　130件　　
　　　　　　　精神障害者支援　延べ利用件数　161件
　●重度訪問介護　　　　　　　延べ利用件数　　24件
　●移動支援　身体障害者支援　延べ利用件数　　12件
　　　　　　　知的障害者支援　延べ利用件数　　9件
デイサービスセンター 
要支援、要介護認定を受けた高齢の方が通所し、機能訓練や文化的活動を行う事業

です。
■通所介護サービス　　　　　　　　　　　　　　　　延べ利用件数   2,206件
■介護予防通所介護サービス　　　　　　　　　　　　延べ利用件数    1,046件
■地域密着型認知症対応型通所介護サービス（要介護）　延べ利用件数    1,941件

生活介護支援事業

障害者自立支援法による施設で、地域で就労などの機会を得にくい重度障害の
方々の支援事業所です。機能訓練・文化活動・日常生活訓練などを行っています。
■身体障害者デイルーム　延べ利用件数 　3,942件  

■知的障害者デイルーム　延べ利用件数　 3,167件

福祉作業所

心身に障害があり、就労が困難な方々が授産作業を行い、工賃を得る施設です。
■一番福祉作業所　　在籍者数  11人　平均工賃   13,882円／月
■栄福祉作業所　　　在籍者数  24人　平均工賃   10,498円／月
■富士見福祉作業所　在籍者数　 9人　平均工賃   13,746円／月

社協あいあいステーション

伊勢丹立川店6階に、誰もが身近なところで気軽に相談できる窓口として設置して
います。掲載した事業のほか、福祉などについての普及イベントも実施しています。
総合相談 
総合相談窓口として、福祉や介護、市民活動等についての相談を実施しました。
■相談件数　694件
手づくりの店 
市内の小規模福祉作業所の利用者やシルバー人材センター会員の手づくり作品を

販売しています。
■参加団体　14団体
■売上額　2,320,807円（月平均193,400円）

専門相談事業 
あいあいステーションおよび総合福祉センターにおいて、各種専門相談事業を開

設。あいあいステーションでの専門相談プログラムは、土・日・祝日でも開設して
いるのが大きな特徴です。

アルコール相談 7 件 年金相談 15 件
心のふれあい相談 25 件 在宅介護 3 件
法律相談 122 件 外国人相談 3 件
税金相談 16 件

合計 191 件

氏　名 選出母体
●理　　事
　会　　長 小川　富史 学識経験者
　副  会  長 滝島　秋生 立川市自治会連合会
　副  会  長 太田　　登 立川市民生委員・児童委員協議会
　常務理事 中村　　忠 立川市

吉上　恵子 立川市老人福祉施設会
福本　行廣 立川市民生委員・児童委員協議会
中嶋　道代 立川市民生委員・児童委員協議会
石田　　汎 立川市自治会連合会
萬田　和正 立川市自治会連合会
井田　義雄 東京立川ライオンズクラブ
伊藤平八朗 東京立川ロータリークラブ
柴　　潔子 立川市婦人団体連絡協議会
豊泉　喜一 （NPO）立川教育振興会
金高喜久治 学識経験者
宮本　直樹 社協関係

●監　　事
佐藤　和幸 学識経験者
佐々木恒夫 学識経験者

氏　名 選出母体
●顧　　問

須﨑　一男
任期／平成21年5月31日～平成23年5月30日

●評  議  員
滝島　茂男 立川市老人福祉施設会
阿久津嘉代子 立川市社会福祉施設会
遠藤　　巌 立川市老人クラブ連合会
泉　久美子 立川市手をつなぐ親の会

田中　紀子 立川市肢体不自由児者父母
の会「たつのこ」

波多野順子 立川市民生委員・児童委員協議会
柴　　俊男 立川市民生委員・児童委員協議会
笠井　信吾 立川市民生委員・児童委員協議会
真壁　博美 立川麦の会
中野　隆右 （NPO）立川市障害者後援会
稲永　勝行 立川市法人立保育園園長会
守重　芳樹 立川市自治会連合会
佐藤かつえ 立川市自治会連合会
田中　智英 立川市自治会連合会

氏　名 選出母体
高田　時男 東京立川こぶしロータリークラブ
曽我部祥江 国際ソロプチミスト立川
木宮　絹枝 立川市婦人団体連絡協議会
小川　桂子 立川市婦人団体連絡協議会
神田　清子 立川市子ども会連合会
土方　　崇 立川市スカウト育成会
金子利津子 立川市赤十字奉仕団
須崎　伸子 立川市人権擁護委員会
鈴木　祥祐 北多摩西地区保護司会立川分区
板花ちえ子 ふれあいサービスグループ
神田　　勝 立川市商店街振興組合連合会

本田聖恵子 （NPO）高齢社会の食と職を考えるチャンプルーの会

石田　幸彦 （NPO）市民活動サポートセンター・アンティ多摩
細谷　　訓 （NPO）SPORTS・ACT
長谷川輝夫 立川市明るい社会を作る会
小林美佐子 立川市

任期／平成21年5月18日～平成23年5月17日

理事・評議員任期満了により、改選がありましたので新しい役員をお知らせいたします。

社協役員等の紹介
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元気 人
来春には新庁舎へ移転予定の立川市役

所。市民参加型の公開コンペで見事採用さ
れ、新庁舎の設計をされた野沢正光さんにイ
ンタビューしました。
●半世紀前の出逢い
野沢さんの現在のお住まいは相模原です

が、立川高校出身。高校に通学していた当
時は国分寺に住んでおり、そこが「立川」と
いう街との出逢いであったと話される。とは
いっても、現在64歳の野沢さんにとって当
時の「立川」は現在と大違いの街並み。しか
しながら言えることは、半世紀たってこの街
並みは素敵な結果だとのこと。
新庁舎へ移転予定の場所をはじめて見た

時は、この大きな緑豊かな環境に感心さえし
たとか。もともとは基地だった場所が、広く見
晴らしのいい道路になり、そのまわりには堂々
とした樹木達がそびえたっている。半世紀
経ってここまで壮大に育ったこの緑を窮屈に
させるのではなく、楽しめる建物にしたいと考
えたのがはじまりだそうだ。
「立川を知っているというよりも、この環境
にあったものを考えたら、今の設計になった
んです。」とほがらかに微笑まれる。
●新庁舎の役割
全体的に低層にし、緑を生かす。

屋上には緑があることで15～20%の光
熱費ダウン。
西側は新緑も奇麗だし桜の木もあるからひ

な壇にして花見もできるスペースにし、そこが
多目的に開放的な市民共同会議室があるシ
ティホール的な市民ゾーンに。
反対に、オフィス部分は管理体制のしっか

りしたものになる。
ただのウワモノで事務所的な機能だけで

なく、活用する市民がいるから市役所の役割
が担えると考え、テーマを考えはじめた。
●一緒に考えることからはじまる
「はじめから市民は建物をきちんと活用する
と感じていました。」
この新庁舎移転に関しては、市民による
100人委員会から始まった。
外部からのファシリテーター誘導型の市民

の集まりはよく見られるが、ここに集まった市
民は、市民がしきる会議をする責任を持った
市民の集まりだった。公募で手があがり、自
分と自治体がよい距離を保ち、文句だけをい
う引き受け方でなく、市民自身が成果につな
がると意識した参加の姿。
野沢さんにはこの100人委員会がそう

映った。
「ただ言っているだけではないというのがわ

かるから、僕らは市民に誘導されてここまでき
ている。市民のこの姿を見ていたら、建物が
できた後も、協働で活用してくれると思えてな
らなかった。立川は市民レベルが高い。」
●なぜ建築家に？
もともと絵が好きだった野沢さん。絵かきを
目指しながら、建築家になることは多いストー
リーだと話す。
現在は建築家として働く傍ら、大学でも
建築家を目指す若者に教鞭をとり、プライ
ベートでは年に数回は建物を見る海外旅行
もする。街のシステム、建物のつくりなど、
人がやっているものは刺激になることが多い
そうだ。
そんな中でも、立川高校時代の友達に会

うことは多く、今回の設計も高校時代の友
人とのジョイント設計。今は以前の面影すら
ない「立川」だが、高校時代の記憶は鮮明
で、そこだけは今とつながるとか。
「知らなくはないが、全く変わった立川」
を、今のいい環境をいかして建て、新庁舎
が市民のものとして活用できることは楽しみ
である。

野沢さんの言葉ひとつひとつには経験が
あり、重みがあり、安心感がある。

「人口以上に、にぎやかな立川」これも
やっていく中で見えてきた街のイメージだそ
うだ。
新立川市役所、楽しみである。

 （山本晶子）

新庁舎は市民とともに

野沢　正光 さん

イラスト・浅見照美

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各種支援
事業を行っています。
●基本要件
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 課税所得または総収入額が一定基準以下で
あること

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
を総収入から減額できる場合があります
※ 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 預貯金等資産の保有額が600万円以下であ
ること
④ 土地・建物を所有していないこと（現在住ん
でいる場所の土地、建物は除く）
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

●事業内容
☆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

塾代＆受験料の貸付など
～生活安定化総合対策事業をご利用ください～

野沢正光建築工房
〒156 -0051
東京都世田谷区宮坂3 -14 -15
イーストウイング102
TEL：03 -3428 -5731
FA X：03 -3428 -3491
e-mail ： info@noz-bw.com
URL  http://www.noz-bw.com

高松町に住むみなさんで、より暮らし
やすいまちにするため懇談会を開催して
います。
今回は懇談会の中から出たアイデア

を元に、災害時の備えに対する学習会を
立川防災館で行います。
大地震が起きたとき、あなたの取るべ

き行動は？今注目されている AED の講
習や災害時の体験など、立川で災害が起
きたことをイメージしながら考えたい
と思います。
ご家族やおひとりの方でも参加するこ

とができます。みなさまのご参加をお待
ちしています。

大地震が起こったら、
私たちはどうなる！？

どうする！？

参加対象：高松町在住・在勤の方
時　　間：平成 21年 7月 11日（土）
 13：00～ 16：00

定　　員：60名（先着順）
会　　場：立川防災館
 （立川市泉町 1156番地の 1）
申　　込：立川市社会福祉協議会総務係
 電話（529）8300

※必ず電話にてお申し込みください！

防災学習会開催のお知らせ

高松町懇談会

■　問い合わせ先 　　総務係　　電話 529-8300　■



社会福祉協議会では、他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

修学資金

【地域包括支援センター】
立川市南部西ふじみ
地域包括支援センター

富士見町２－３６－４７
立川市社会福祉協議会内

電　話　５４０－０３１１
ＦＡＸ　５４８－１７４７

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　５２３－５６１２
ＦＡＸ　５２３－５６１３

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

立川市北部東わかば
地域包括支援センター

若葉町３－４５－２
介護老人保健施設わかば内

電　話　５３８－１２２１
ＦＡＸ　５３８－１２２２

立川市北部中さいわい
地域包括支援センター

幸町４－１４－１
至誠キートスホーム内

電　話　５３８－２３３９
ＦＡＸ　５３８－１３０２

立川市北部西かみすな
地域包括支援センター

上砂町５－７６－４
砂川園内

電　話　５３６－９９１０
ＦＡＸ　５３６－９９５３

【福祉相談センター】
立川市にしき
福祉相談センター

錦町６－２８－１５
至誠ホーム内

電　話　５２７－０３２１
ＦＡＸ　５２７－０３２２

立川市かみすな
福祉相談センター

上砂町１－１３－１
上砂地域福祉サービスセンター内

電　話　５３７－７７９９
ＦＡＸ　５３６－７１８２

立川市にしすな
福祉相談センター

西砂町５－５－５
西砂ホーム内

電　話　５３１－５５５０
ＦＡＸ　５３１－３４５１
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ご加入いただき、ありがとうございます。
（平成 21年 4月 1日～平成 21年 5月 31 日現在）

平成 21年度　立川市社会福祉協議会団体会員一覧

団体・企業名

多摩ミュージック21 テイクオフ テイクオフ2 立川市肢体不自由児・者父母の会　たつのこ

栄町猫対策委員会 （NPO）立川子ども劇場 八舞て会 （有）金子組

夢たち応援団

言葉にかえて（寄付者名簿）
平成21年4月1日～5月31日　　総額463,345円（敬称略）

退任理事・評議員
■理事・評議員の方々、長い間ありがとうございました。
退任役員名簿

氏　名 選出母体
●理　　事
　会　　長 須﨑　一男 学識経験者
　常務理事 近藤　忠信 立川市

岩田　良二 立川市老人福祉施設会
笹本　忠男 立川市自治会連合会
見目　周造 立川市自治会連合会
澤田　隆光 東京立川ライオンズクラブ

退任評議員名簿

氏　名 選出母体
●評  議  員

春山　順子 立川市老人福祉施設会
並木　正子 立川市老人クラブ連合会
浅井　一男 立川市身体障害者福祉協会
永瀬　幸生 立川市手をつなぐ親の会
三鴨　久恵 立川市肢体不自由児者父母の会「たつのこ」
高津　年夫 立川市障害者後援会
石田　　汎 立川市自治会連合会
萬田　和正 立川市自治会連合会
長家　　功 立川市自治会連合会
笹本　悦弘 東京立川ライオンズクラブ
須崎喜美枝 国際ソロプチミスト立川
高橋　昭冶 立川市スカウト育成会
名取　種子 立川市人権擁護委員会
浅見　岱司 北多摩西地区保護司会立川分区
山田　美枝 たちかわ多文化共生センター

日付 氏名・名称 住所 金額
4/1 青木　喜作 砂川町 100,800
1 匿名 5,430
1 立川社協　窓口募金箱 28,254
2 第3地区民生・児童委員協議会 1,679
3 武田　直行 富士見町 5,576
7 磯野　俊雄 柴崎町 7,235
9 青山　優 幸町 9,000
13 矢嶋　武夫 柏町 5,500
20 堀田　進 一番町 20,000
22 第6地区民生・児童委員協議会 742
23 第4地区民生・児童委員協議会 218
24 第1地区民生・児童委員協議会 130
27 うさぎの会 5,600

日付 氏名・名称 住所 金額

27 立川社協ホームヘルプサービス募金箱 1,855

30 立川陶芸クラブ代表　波多野和雄 10,400

30 立川陶彩会代表　山口弘子 8,070
5/1 小林　幸雄 砂川町 20,000
1 立川市明るい社会を作る会 15,000
7 高根沢　次夫 砂川町 10,000
8 匿名 100,000
11 武田　直行 富士見町 2,337
13 足立　登志也 西砂町 24,000

14 柴崎町地区グッドネイバー推進協議会 3,759

14 匿名 3,000

日付 氏名・名称 住所 金額
15 青山　優 幸町 9,000
21 磯野　俊雄 柴崎町 9,088

21 社会福祉チャリティ公演舞踊まつり　八舞て会　中島榮子 50,000

21 匿名 1,000
22 第1地区民生・児童委員協議会 633
27 第6地区民生・児童委員協議会 896
28 第5地区民生・児童委員協議会 651
28 第4地区民生・児童委員協議会 1,489

28 トヨタ西東京カローラ㈱立川富士見町店 2,003

立川市では、総合相談窓口として市内6ヶ所の「地域包括支援センター」
が設置されています。また、ブランチの相談窓口として3ヶ所の福祉相談
センターも配置されています。地域包括支援センターは住み慣れた地域
で暮らしていくために、地域ケアの拠点づくりを目指して全国の市町村
に設置された機関です。
高齢者福祉や介護保険の利用について、様々な相談事に応じたり（よろ
ず相談）、地域の自治会や老人会の集まりで「介護予防教室」や「認知症サ
ポーター養成講座」等も行いますので（出張・出前講座）、お近くのセン
ターへご相談ください。各センターの連絡先は下記の通りです。

「地域包括支援センター」をご活用ください
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NPO法人の設立に関心のある方が対象の入門ガイダンスです。NPO法の解説・
NPOの意味・法人化の意義、設立のために必要な事務などの基本的な内容をお話します。

 日　時：7月29日（水）　19:00～21:00
 場　所： 女性総合センター･アイム5階　第2学習室（立川市曙町2-36-2）
 参加費：500円（資料代）
 定　員：20名（事前にお申込み下さい）

■夏 ! 体験ボランティアとは
7月から8月の夏休み期間を利用して、ボランティア活動を体験するプログラムです。高
齢者施設でお年寄りの話し相手や納涼祭のお手伝いをしたり、障害のある人とレクリエー
ションを楽しんだり、保育園や子ども達が利用できる施設で、一緒に遊んだりと様々なプログ
ラムを用意しています。活動先一覧をご用意していますので、まずはご覧ください。
■参加対象と参加費
市内または近隣に在住・在勤・在学の中学生以上。参加費は500円（資料代など）です。
※一部小学生の受入れも行っています。
■参加方法
1、｢活動先一覧を受取る｣
市民活動センターたちかわ窓口または伊勢丹6階あいあいステーションにご来所いただく

か、140円切手を同封の上、住所・氏名・電話番号を明記して市民活動センターたちかわ
へ郵送にてお送りいただき資料請求してください。
＜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「参加申込書」を書く
活動先一覧表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。高校
生以下の方は保護者の同意書が必要です。
3、窓口にて申込み　6月15日（月）～7月9日（木）
必ずご本人が ｢参加申込書｣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

望をもとに受入れ施設や日程の調整を行います。※7月9日以降もプログラムによっては申
込みできます。
4、オリエンテーションと事前説明会
参加が決定したら市民活動センターたちかわのオリエンテーションと各施設の事前説明
会（施設ごとに形態は異なります）に参加してください。オリエンテーションは7月10日（金）
18:00～20:00と11日（土）10:00～12:00です。どちらかにご参加ください。
※ご不明な点があれば市民活動センターたちかわへご連絡ください。

小学4年生以上のお子さんとその親を対象に、建設中の新庁舎について、工事の状況
や完成した庁舎がどのように使われるのかなどの説明を受けながら見学します。
せっかくの夏休み ! !親子で自分の住んでいる“まち”を知る機会を作ってみませんか。参
加者にはもれなく新庁舎のペーパークラフトをプレゼントします。

 日　時：8月1日（土）　9:00～12:30の間で、1時間半ごとの入れ替え制
  ※集合時間等は後日通知します。
 場　所： 新庁舎建設地（立川市泉町1156-9）
  ※駐車場はありませんので、車でのご来場はご遠慮下さい。
 参加費：無料
 定　員：20組40名　※応募者多数の場合は抽選となります。
 申込み： 7月7日（必着）までに、往復はがきで下記へ。往信用はがきには参加者

の郵便番号・住所・氏名・年齢を、返信用には宛名をご記入下さい。
   ※はがき1枚につき1組の受付となります。また、事務局からの返信はが

　きがチケットとなります。
  〒190-0013　立川市富士見町2-36-47　総合福祉センター2階
  　　　　　　　市民活動センターたちかわ　市民おもしろ大学係

　掲載記事に関するお問合せは･･･
連絡先：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：042-529-8714
 E-mail：aiaivc@whi.m-net.ne.jp
 URL：http://act.annex-tachikawa.com/
開所日：（月）～（金） 8 :30～19 :00／（土） 8 :30～17:15  ※日・祝祭日はお休みです

　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

■「ミニトマの木」ベビーボンディング
オイルを使っての赤ちゃんへのマッサージでふれあいの時間を持ちませんか。
助産師の河房子さんが3ヶ月～6ヶ月の乳児のお母さん、お父さんにマッサージの指導をし

てくれます。マッサージ終了後、河さんといろいろなお話をしたり、お母さん、お父さんとの交
流タイムでのんびりと過ごします。
 日　時：7月7日（火）　10:30～12:00
 場 所：たまがわ・みらいパーク（立川市富士見町6-46-1）
 費 用：200円（オイル代）
 持ち物：バスタオル
 対 象：参加時に3ヶ月～6ヶ月の乳児
 定 員：12組（申込順）
 申込み：子育て支援ボランティア　ミニトマの木（鶴沢さん）
  ☎042-525-2723／Fax：042-525-2913

■多摩っ子クラブ「おもしろ理科実験」オープンクラスルーム�
小学生は、将来に渡って学習の好き嫌いを左右する大切な時期です。多摩っ子クラブで

は、「なぜ」「どうして」を大切にしたエンターテイメント性のある実験を通して、科学の不思
議さや楽しさを体験し、科学的なことに興味を持つ理科好きな子どもを育てるオープンクラス
を行ないます。
 日　時：①7月18日（土）　10:30～12:00
  ②7月19日（日）　10:30～12:00
 場　所：多摩っ子クラブ上砂教室（立川市砂川町8-88-24）
 内 容：①「音のふしぎ」（対象：小学生）
  ②親子で理科実験「色が変わる食べ物のふしぎ」
  （対象：小学生とその保護者）
 参加費：1名につき500円
 問合せ：多摩っ子クラブ　
  ☎042-535-3100／Fax：042-535-3336
  URL：http://k-shien.jp

■キッズフォトワークショップ「大好きな街立川」2009
 対 象：立川在住の小学生（3人1組）　10組程度
  ※3人に満たない場合はご相談ください。

 講 師：宮原洋一さん（写真家、元桐朋学園諸島部校長）  
 参加費：500円（行事保険料等）
 

 申込み：立川市子ども育成課 　Fax：042-528-4356
 締切り：7月10日（金）
 問合せ：夢たち応援団 　☎090-1544-8022（滝島さん）

■きずなの会の活動紹介と成年後見制度セミナー
一人暮らしの高齢者や障害者にとって、アパートなどへの入
居時、入院や施設への入所時に「身元保証人」がいないことは
大きな問題です。この身元保証とそれに伴う様々な生活支援や
金銭管理、さらに緊急時の支援から葬儀・納骨まで、生涯支援
に取り組む《NPO法人きずなの会》の活動をご案内いたします。
「成年後見制度」とは認知症に備えて準備をしておきたい方、
あるいはすでに認知症になってしまった方のために、財産管理や
医療・福祉サービスの調整を後見人が行なう制度です。この制
度について、弁護士による詳しい説明も併せて行ないます。
 日　時：7月21日（火）　13:30～16:30
 場　所：女性総合センター・アイム5階　第2学習室（立川市曙町2-36-2）
 講 師：野本智之さん（名城法律事務所　弁護士）
  小笠原重行さん（きずなの会　専務理事）
 参加費：500円（資料代）
 問合せ・申込み：NPO法人　きずなの会東京
  ☎03-5911-3400／Fax：03-3985-6788

NPO法人設立ガイダンス

夏！体験ボランティア２００９参加者募集！

市民おもしろ大学新庁舎・親子見学会

イベント・講習・講座

日　時 場　所 内　容
7月 24日（金）

10:00～ 15:00 たまがわ・みらいパーク
写真の撮り方などをワークショップ
で学び、実際に撮影する。

～ 8月 20日（木）立川市内の各地域 夏休み中に自分の住む地域の好きな
物を撮影する。

8月 24日（月）
13:00～ 16:00 女性総合センター・アイム

撮影した写真を組み合わせて、自分
たちの街を紹介する作品作り。

8月 27日（木）
13:00～ 16:00 女性総合センター・アイム

選んだ写真をパネルに貼り、コメン
トを付けて作品を完成させる。

9月 12日（土）
10:00～ 12:00 市役所及び市民会館 写真を見る会＆お楽しみ会
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■ 「親子で楽しむ臨床美術」サポートボランティア募集!!
「立川市肢体不自由児・者父母の会たつのこ」は、障害のある子どもたちが地域で共に
いきいきと暮らしていけるように活動しています。
今回、障害児の感性を刺激し、芸術的な創造性を引き出す臨床美術とういう療法を実施

します。そこで、臨床美術の制作活動をサポートしてくださるボランティアを募集します。子ど
も達と一緒に楽しみませんか。
 日 時：8月4日（火）　12:30～16:00
 場 所：立川市総合福祉センター（立川市富士見町2-36-47）
 問合せ：☎042-535-4576（松嵜さん）
 申込み：市民活動センターたちかわ　☎042-529-8323

■第41回至誠ホームバザーフリーマーケット出店者募集
高齢者総合福祉施設至誠ホームでは、毎年バザーを開催しています。
今年は地域のみなさんにもぜひ出店者として参加していただきたくフ

リーマーケット出店者を募集します。詳細はお問合せください。
 日 時：10月10日（土）　10:00～14:00
 場　所：至誠ホームけやき広場ほか（立川市錦町6-28-15）
 問合せ：至誠ホームスオミ（井上さん）　☎042-527-0033

■納涼祭や日常生活の補助、趣味・芸事の披露のボランティア募集!!
高齢者が生き生きと暮らしていける場作りには、ボランティアの力が欠かせません。どんな

ことでも、ボランティア活動として生かすことができます。皆さまの意欲と、熱意をお待ちして
おります。
①納涼祭のお手伝い
　 毎年恒例、納涼祭のお手伝いを募集しています。お手伝いは、昭和記念公園の花火
大会の開始まで。フェローホームズの屋上で間近で花火を楽しめるという特典付きです。

 内 容：焼きそばや焼きとりの売り子、ゲームやビンゴのお手伝いなど
 日 時：7月25日（土）　15:30～19:30
 場 所：特別養護老人ホーム　フェローホームズ（立川市富士見町2-36-43）
②日常生活の補助、趣味・芸事の披露

 内 容： 食事配膳・食器洗い・掃除・洗濯ものたたみ・繕いもの、囲碁・将棋・
麻雀・園芸・きり絵・工芸・楽器演奏・ダンスなど

 日 時： 平日・土日に関わらず活動できます。また、現在のボランティアの活動時
間は、平均月1回1時間程度です。自分の都合にあわせて、無理のない
時間で楽しみながら長く続けていただくことを望んでおります。

 場 所： 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／グルー
プホーム　ヴィラフェローホームズ

 その他： 食品を扱う場合には、事前の検便検査が必要です。また、事前登録及
びオリエンテーションが必要です。

 問合せ： 社会福祉法人恵比寿会　フェローホームズ（藤谷さん）
  ☎042-523-7601　E-mail：info@fellow-homes.or.jp

■西砂小学校放課後子ども教室「にしっこ」安全管理員の募集!!
西砂小学校放課後子ども教室「にしっこ」は地域と学校のご協力を得て、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。毎週1回、水曜日の放課後に子どもたちの見
守り活動をしています。地域の多くの方々のご協力を必要としています。子どもたちの安全・
安心を守るため今年度の安全管理員の募集を行いますので、ご協力をお願いいたします。
 内 容： 安全管理員は校庭での遊びや多目的室内での遊び等の様子を見守って

いきます。現在、一輪車・竹馬・ドッヂボ－ル・なわとび・バドミントン・
トランプ・将棋・けん玉・オセロなどの遊具があります。

 申込み： 住所、氏名、連絡先、生年月日、性別をご記入の上、西砂小学校副校

長まで Faxにてお申込みください。随時、受け付けています。
  ※保険に加入するため、生年月日、性別は忘れずにご記入ください。
  Fax：042-531-5269
 問合せ：西砂小学校放課後子ども教室「にしっこ」　
  ☎080-3171-3167／☎090-1816-1638

■「スケッチ大賞」作品募集!!
 募集期間：7月19日（日）～8月19日（水）　10:00～16:00
  　※平日の場合は、ご一報いただいてから作品をお持ちください。
 募集要件：F0・F1版、水彩、油絵、パステル、鉛筆、ペン画などの未発表作品
  　作品裏面に住所、氏名、作品名をご記入の上、下記申込み先へ。
 審 査： プロ画家、テレビ局企画員、講師など10名の審査員により審査。各

入賞者に賞状と記念品を贈呈。
 参 加 費：作品1点につき1,000円（3点以内／人）、額とマット貸料1点100円
 そ の 他：応募作品については8月下旬に審査し、9月に展示。
 申 込 み：みんなの展示場　中村洋久絵画館（立川市錦町5-16-9）
  　☎＆Fax：042-524-4702（中村さん）
  　E-mail：h-naka77@zat.att.ne.jp

■やわらぎホームボランティア募集!!
①納涼祭ボランティア

 内　容：納涼祭の準備、模擬店での販売、利用者のサポートなど
 日　時：8月8日（土）　14:00～19:00でご都合の良い時間帯
②書道倶楽部

 内　容：書道講師のサポートなど
 日　時：第1・第3金曜日　13:30～14:30
③お散歩倶楽部付き添い

 内　容：利用者の買い物や、散歩の付き添いなど
 日　時：毎週火曜日・木曜日　13:30～15:00
④手芸倶楽部

 内　容：指導及びサポートなど
 日　時：第1・第3月曜日　13:30～14:30
⑤お掃除ボランティア

 内　容：施設内の清掃など
 日　時：ご都合の良い日時
⑥園芸倶楽部ボランティア

 日　時：第2・第4火曜日　10:30～12:00 

 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（石出さん、美添さん）

■在宅ホスピス・ケアボランティアメンバー募集中!!
 内 容： 在宅ホスピス専門診療所「立川在宅ケアクリニック」の理念に賛同し

患者さんの「傾聴による癒し」「ご自宅のお手伝い」などのボランティア
活動。

 日　時：不定期（患者さんのご都合に合わせて活動します。）
 場 所： 立川在宅ケアクリニック院内（立川市幸町5-71-16）または、患者さん

のご自宅など
 その他：当会の講習を必ず受講してください（事前予約制）。
   講習は、毎月第三木曜日13:30に、立川在宅ケアクリニック2階で行っ

ています。
 問合せ・申込み：ボランティア　さくら　☎090-3133-8356（中村さん）

ひと・モノ・募集

■介護予防教室準備万端で迎える死
�〜遺言書から生き方を考え直そう〜�
旅に出る前にいろいろな準備をするように、「死の準備」をしていきませんか。
「生きること」や「死ぬこと」について深く考えたことがありますか。「死」はだれにでも必ず
訪れるもの。「人は誰でも死ぬ。この私も･･･」という事実に向き合い、今のこの人生を自分
らしく充実して生ききり、「納得の死」を迎えるにはどうしたら良いのでしょうか。
遺言書の作成を通し、今の生き方をあらためて見つめなおしてみませんか。

 日　時：7月30日（木）　10:00～12:00
 場　所：女性総合センター・アイム5階　第3学習室（立川市曙町2-36-2）
 講 師：高柳輝雄さん（立川公証人役場公証人）
  比留間敏郎さん（地域あんしんセンターたちかわ）
 問合せ・申込み：北部中さいわい地域包括支援センター
  ☎042-538-2339／Fax：042-538-1302

■第3回やわらぎ納涼祭開催
 日　時：8月8日（土）　15:30～18:30
 場　所：やわらぎホーム・西立川　駐車場（立川市富士見町2-31-23）
 内 容：盆踊り、模擬店、和太鼓演奏、ハワイアンバンドによる演奏など
 問合せ：NPO法人　ケア・センターやわらぎ
  やわらぎホーム・西立川
  ☎042-526-2207（石出さん、美添さん）

■親子ダンスサークル　mommy&kids　〜kids クラスレッスン開講〜
Danceが大好きな kids!!自分はできないけどkidsにはダンスをさせたいと考えている保

護者の方 ! !Dance好きなら、誰でもOK!!ぜひご参加ください。
 日　時：①8月8日（土）、②8月22日（土）、③8月29日（土）
  いずれも14:00～15:00
 場　所：幸学習館（立川市幸町2-1-3）
 講 師：PANDAさん
   今井恵理子【Our Relation】プロモーションビデオ始めとして、「Mス

テーション」や「うたばん」などに出演している実力派講師。
 対 象：3歳位～
 参加費：500円　※兄弟割引あり（同家族2人目以降250円 /人）
 入会費：500円
   ※初回参加の方は体験参加。2回目以降の参加の方は入会費のご用

　意をお願いいたします。
 申込み： 氏名、連絡先、希望のレッスン日をご記入の上、下記へ。ホームページ

からもお申込みいただけます。
  ☎090-7226-7565（加藤さん）
  E-mail：mommy_kids_2009@yahoo.co.jp
  U R L：http://www.geocities.jp/mommy_kids_2009/index.html

■フォーラム「認知症の人を地域で支える」
家族や知人が認知症になっても、地域住民がお互いに支え合え

る地域が望まれています。認知症の理解を深めるために、一部は
講演、二部はグループでの話し合いの二部構成で、いつまでも住
み慣れた地域で、認知症の人を支え合いながら日常の生活を暮らし
続けられたらと思います。
 日　時：8月29日（土）　13:30～16:15
 内 容：一部　基調講演「認知症の人を地域で支える」
  　　　講師　菊地頌子さん（保健師）
  二部　グループ討議と講師のコメント
 場 所：至誠キートスホーム青空広場（立川市幸町4-14-1）
 参加費：無料
 問合せ・申込み：8月26日（水）までに電話または Faxで下記へ。
  至誠キートスホーム（任（いむ）さん、河合さん）
  ☎042-538-2323／Fax：042-538-2324

■はいだしょうこファミリーコンサート
地元立川出身でNHK教育テレビ「おかあさんといっしょ」第19代
歌のお姉さんの「はいだしょうこ」が、愛らしいキャラクターと抜群の歌
唱力でオーケストラをバックに楽しい歌声をお届けします。
 日 時：9月26日（土）　14:00開演
 場 所：立川市市民会館　大ホール
 　　　　（立川市錦町3-3-20）
 費 用：3,000円　※3歳以上有料
 問合せ・申込み：立川市市民会館　☎042-526-1311

■ 「ちぎり絵教室」生徒募集
毎月1回継続開催。「絵が苦手」「私にもできるのか不安」というような方、大歓迎です。
下絵に基づき和紙を千切ります。
 日 時：毎月第2火曜日　13:30～15:30
 講 師：山村光子さん （しゅんこう認定講師）
 費 用：1,500円（材料費別途）　※入会金なし
 場 所：みんなの展示場　中村洋久絵画館（立川市錦町5-16-9）
 申込み：☎＆Fax：042-524-4702（中村さん）
  E-mail：h-naka77@zat.att.ne.jp
 その他： 上記講座の他にも7月4日（土）～26日（日）

に岩﨑博の「ガリ版画小品展」を、8月1日
（土）～23日（日）に「子供絵手紙展」を開
催します。ぜひ、ご来館ください。

  ※開催は、各期間とも土日祝日の10:00～ 
  　16:00です。
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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 ☎ 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）   

社協広報誌『あいあい通信』は、市民で構成
する編集委員によって企画・編集を行っていま
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。

問合せ●総務係　電話042-529-8300

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

◆ヘルパーの講習会に行っている。両親の今後や自身の状況を考
えての受講だが、これまで「なんとなく」知っていたことがはっき
りわかって面白い。素敵な講師の方々と同期の仲間のみなさんと
の出会いが嬉しい初夏です。（ま）

◆定額給付金がきた !きた !子どもたちはすっかりあてにしてもう購
入するものが決まってる !!（晶）

◆焼きたての食パンを食べたくて、ホームベーカリーを購入したの
に、まだ一度も使っていない。材料も揃えてあるのに、なかなか
一歩が踏み出せない。明日はと思いつつ（英）

「あいあい通信」を
つくりませんか？

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　電話529-8300

※同一内容のご相談は年１回とさせていただきます。

のの
リサイクルにリサイクルに
ご協力をご協力を


