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●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、立川市内
の地域福祉事業に使わせていただいています

【平成20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21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28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　☎ 042－529－8300

「安心して老いるための準備」 
「成年後見制度って実際はどんなものなんだろう？で
も、まだ早いかな？」「親亡き後の生活を考えて講演
会や勉強会に参加してみたけど、障がい者の場合
についてはわからなかった」「家族が後見人になる
のと、司法書士や専門職に後見人をお願いするの
と何が違うんだろう？」そんな疑問を抱えたまま、「ま
だ大丈夫だろう」と思っている方も多くいらっしゃる
と思います。そこで今回、家族として専門職として、
それぞれの立場で成年後見人として実践なさって
いる司法書士の羽生明彦氏をお招きして、家族とし
て、専門職として、それぞれの立場から見た成年後
見制度についてお話頂きます。

講　師：
社団法人成年後見センターリーガルサポート
司法書士　羽生　明彦 氏
開催日時：
平成21年12月3日（木）
開場 9:30　開演 10：00～11：30

場　所：
総合福祉センター 2階　視聴覚室

参加費：
無料　先着60名。定員次第終了。

申込み：
立川市社会福祉協議会
地域あんしんセンターたちかわにお電話下さい。
☎：042－529－8319
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09 冬号 （12月1日発行）

Vol.90

　自らや家族の老後を考えるために、老後の準備や財産管理の専門家として
著名な中山二基子氏による基調講演や、関係機関や市民参加によるシンポ
ジウムを開催します。
　参加ご希望の方は直接会場にご来場下さい。（入場無料、先着順、入場定
員196名）

日　時：2009年12月19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基調講演：弁護士　中山二基子 氏　「老いじたくと財産管理」
 　 自分自身や家族が安心して老いるための準備としての財産管理の方

法や気をつけるべき留意点、関連する成年後見制度や遺言制度に
ついて、わかりやすくお話いただきます。

 ②シンポジウム：「安心して老いるための準備とまちづくり」
 　コーディネーター　立川市にしき福祉相談センター 岩澤　　純 氏
 　社会福祉協議会地域あんしんセンターたちかわ 比留間敏郎 氏
 　立川中央訪問看護ステーション 伊藤　祐子 氏
 　介護サービス利用者 南雲　清男 氏
 　立川公証役場　公証人 高柳　輝雄 氏
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（安藤・阿野・山本）
 立川市富士見町2－36－47　立川市社会福祉協議会 内
 ☎ 042－540－0311　FAX 042－548－1747

歳末たすけあい運動にご協力をお願いいたします

家族として、専門職として
それぞれの立場で感じる成年後見制度 

地域福祉市民フォーラム2009地域福祉市民フォーラム2009



柏町団地内にある各グループ・評議員・さいわい地域包括支援センター・社会
福祉協議会が団地内の課題を話し合っている場です。
今年度は、二回団地の住民向けに講座をしました。
一回目がゴミについての講座です。立川市のゴミ対策課、リサイクルセンター、

それぞれの職員の方に来ていただき、立川市のゴミの現状や分別方法、今後行わ
れる対策などについて説明を受けました。その後の意見交換では、さまざまな質問が
挙がり明日から役立つ知識を得ることが出来ました。
二回目に開催したのが、防災についての講座です。立川市の防災課の方に来

ていただき、立川市の防災対策や現状についての説明を受け、その後団地周辺に
ある消火栓や消火器の場所を実際に見て回りました。

参加者からは「団地の集
会所でこういった話が聞けてよかった」「団地向けの話でわかりやすかった」といったご意見や
「近くにこういった場がないとなかなか行けないので嬉しい」というようなご意見をいただきまし
た。
今後も講座の実施や課題解決へ向けた取り組みを団地の方 と々話し合い、一緒に行って

いきたいと思います。

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 !

地域福祉懇談会とは？
社協で行っている『地域福祉懇談会』は町を単位として、そこにお住まいの方や関わりのある方々、地域団体・施設などの方々にお集まりいた

だき、地域をより暮らしやすいまちにしていくにはどうしたらいいかを考え、さらに具体的な取り組みにつなげていく場のことを言います。

柏町団地懇談会ってなに？

立川市と立川市社会福祉協議会では平成21年10月26日より、離職
者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方
又は喪失するおそれのある方を対象に、6月間を限度として住宅手当を支
給するとともに、就労機会の確保に向けた支援を行っています。
住宅手当の支給額は市町村ごとに定める生活保護の住宅扶助特別基

準に準拠した額を上限として、支給対象者が賃貸借する住宅の賃料月額
です。
●住宅手当の支給対象者
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。
1.2年以内に離職した方
2. 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持し
ていた方

3. 就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークへの求職申し込
みを行う方

4. 住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方（喪失するおそれ
のある方とは下記5及び6の要件に該当し、賃貸住宅等に入居して
いる方）

5. 原則として収入のない方。一時的な収入がある場合又は生計を一と
する同居の親族の収入がある場合には、その合計が次の金額以下で
あること。
　　単身世帯：8．4万円／月　　複数世帯：17．2万円／月
6. 本人の預貯金と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の
金額以下であること。
　　単身世帯：50万円　　　　　複数世帯：100万円
7. 国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付（就
職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事
業等）、地方自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を受けてい
ない方

8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に
規定する暴力団員でないこと。

※ 住宅手当支給期間中は、常用就職に向けた就職活動を行っていた
だきます。

●住宅の初期費用や生活費等への対応が困難な方
賃貸住宅の入居契約を行う際の敷金・礼金等のいわゆる「初期費用」

への対応が困難な方や生活費が必要な方につきましては、「生活福祉資金
（総合支援資金）」を活用することができます。また、住居を喪失した方で、
住宅手当を申請後、受給するまでの間の生活費が必要な方につきまして
は、「臨時特例つなぎ資金」の貸付けを活用することができます。
○生活福祉資金（総合支援資金）
　　住宅入居費：40万円以内
　　生活支援費： 2人以上世帯 /月20万円以内（単身15万円以内）

最長1年間
　　一時生活再建費：60万円以内
　　※貸付利子： 連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を

立てない場合は年1.5％
○臨時特例つなぎ資金
離職者を支援するための公的給付制度や公的貸付制度を申請して

いる住居を喪失した離職者に対し、当該給付金や貸付金の交付を受け
るまでの間の当面の生活費の貸付（10万円以内）
※貸付利子：無利子、連帯保証人不要

上記の他に、立川市社会福祉協議会では従来より行っております、生
活福祉資金の貸し付けや、一定の条件を満たす低所得世帯を対象とした
塾代・受験料の貸付（チャレンジ支援貸付事業）、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行う就職チャレンジ事業など、各種
事業を行っています。
詳細は下記までお問い合わせください。

住宅手当緊急特別措置事業がスタート

■　問い合わせ先 　　総務係　☎042-529-8300　■
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● 地域懇談会に興味のある方は下記までご連絡ください！

総務係　　☎042－529－8300



さいわい包括支援センター（以下さいわい包
括）は、立川市の北に位置する幸町の至誠キー
トスホームの１階にあります。
担当しているのは幸町・柏町・砂川町・泉町。

立川市の地域包括の中では一番面積が広く、
地域内のそれぞれの町のカラーがはっきりしてい
るのが特徴です。幸・柏町はエレベーターのな
い築年数が高い団地が多く、また、砂川町は昔
ながらの農家と新興住宅地が共存していて、泉
町は公共の施設が多く若い世代が多い町とさま
ざま。
スタッフはセンター長の鈴木さん・看護師の
水村さん・社会福祉士の花摘さん・主任ケア
マネージャーの小平さん・予防プランナーの幸
田さんの5人。
介護問題に直面した時、近所に心配な方が

いる時、困りごとや心配事をひとりで抱えこまず、
気軽に電話してほしいとセンター長の鈴木さんは
言います。
「介護のことも介護以外のことも、まずご相談

していただきたいですね。こちらで解決できない
場合でもしかるべき機関におつなぎすることがで
きますし。所謂“ワンストップサービス”を目指し
ています」
そんな姿勢の現れのひとつが“訪問”。「私達
は“お電話1本いただければご自宅へ訪問します”
というスタンスでやっています。」と話すのは看
護師の水村さん。ご自宅に訪問することで、ご相
談者の負担も減らすことができ、問題の背景も
見えやすく解決策も立てやすくなるといいます。
またさいわい包括では介護支援はもちろんのこ

と、介護予防にも力を入れています。その取り組
みの一つが「熟年男性料理の会」設立。きっか
けは、介護保険開始当時に家事支援（特に調
理の依頼）を求める独居男性の利用者さんが多
かったこと。
在宅介護支援センターの時代（地域包括セ

ンター設立前）から実施していた企画だそうです
が、この1月より始めたところ、3月からは毎月開
催されるようになり、10月にはサロンや社会教
育関係団体の登録も済ませ、今ではメンバー同
士が連絡を取り合って料理教室当日の買い物を
するなど、メンバー主体の自主的な動きのなかで
行われているそうです。なかには、それまでまった
く料理の経験がなかった男性が、奥様に背中を
押される形でこの料理教室に参加し、覚えた料
理を奥様にふるまっているうちに次第に料理を作
る回数が増え、今では食事作りは奥様との当番
制になったという嬉しい報告も。
他にも老人クラブ連合会との教室の共催や、

介護に関する悩みを相談・共有できる場づくり、
地域の介護保険を利用していない高齢世帯の
方々の交流会などを開催しています。またさいわ
い包括の周知も兼ねた“こんにちはさいわい包
括です”という新聞を年に2～3回作成し、地域
の自治会や老人会に配布しているそうです。内
容は、介護の知識、市の高齢者福祉サービス、
地域の情報など。さらに高齢者の健康維持の
為に作成した玉川上水のお散歩マップも評判が
よく、足湯やひと休み処などの玉川上水沿いの
名所の他、ベンチやトイレの場所が写真入りで
載っています。

実はこのマップは、小地域ケア会議の“マッ
プ分科会”から生まれたもの。さいわい包括では
地域内の事業所や社協・行政と顔の見える関
係でつながっていければと、小地域ケア会議を
毎月開催しています。
「顔が見える関係づくりと、この地域でそれぞ
れの事業所が抱えている課題を出しあい共有
し、解決を目指すことで地域に還元できればとい

う思いのもと、毎回それぞれの事業所に担当に
なってもらい、悩みや興味のあることをテーマにし
て、事例検討会や講座を開催しています」と主
任ケアマネージャーの小平さん。
前回は、薬局で薬をもらうまでの時間が自費

になってしまう“訪問介護による受診付き添い”
がテーマとなり、地域のなかで薬の無料配達を
実施している薬局の方にお話をうかがったそうで
す。
課題やニーズをみつけたらすぐに企画し実施

する機動力は5人のチームワークがあってこそ。
それぞれの歩みののち、縁あってさいわい包括セ
ンターというチームで仕事をしているスタッフのみ
なさんに共通していることは、地域と人に対する
温かいまなざしと熱き心！これからもさいわい包括は
“地域に開かれた高齢者のよろず相談所”とし
て地域とともにありつづけることでしょう。期待し
ています。

（岩﨑正美）

紹介します！団体会員さん紹介します！団体会員さん

地域包括支援センター通信

このコーナーでは、地域福祉のサポーターとして、本会の会員になっ
ていただいている団体会員さん（企業や団体など）をご紹介します。

【連絡先】
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
☎ 042－538-2339　FAX 042－538-1302

さいわい包括は、“高齢者のよろず相談所”

なんでも相談してくださいおまちしています
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「人」は自分たちだけでは生きられないと実感
金子組は、とび土木工業。建築現場の足場
専門の仕事を行っている。昭和50年11月、立
川にやってきた先代の社長、金子正義さんは、
この時から社会福祉協議会（社協）に個人寄
付をし始めた。その後も毎月欠かすことなく30年
以上続けられたこの活動のきっかけがすごく気に
なってしまう。私からすると、とうていまねなどでき
ないことである。その正義さんは昨年亡くなられ
たが、正義さんの奥様、敏子さんにそのきっかけ
をお聞きしてみた。
敏子さんは「田舎からでてきてようやく建てた

わが家をこの地に持ったことで、立川に骨をうず
める覚悟ができ、自分たちの居場所ができた感
謝の気持ちがきっかけ。些細なこと」だと話す。
「苦しい時を乗り越えてこられたのも、自分たち
の力だけではなく、いろいろな人に教わってきたか
らこそできたこと。だからこそ、その時できることを
はじめただけなのです」・・・と実に謙虚に話さ
れる。

とにかく「人」の出会いに恵まれてきた・・・
正義さんと敏子さんの娘さん、利津子さんは、
立川市赤十字奉仕団の役員をやられている。そ
れも、ずっとお父さんお母さんのもとで、お二人
の姿勢を見てきているからかもしれない。
「以前は、親・子・孫の三代で入団していた
時期もあります。奉仕団員217名の志ある仲間
に恵まれ、献血ルームでの手伝い、地域のイベ
ント、防災訓練での炊き出しや三角巾講習など
の活動をしています。でもね、ボランティアも家
族が元気でないとできないこと。無理なく続けら
れることは幸せな証拠」と、朗らかに話される利
津子さんには、なんだか勇気をもらえる。続けて
いくことの大変さはたくさんあるだろうに、そんな
空気が感じられない親子の姿。あっぱれである。

最後まで謙虚で自然
正義さんが亡くなられ個人寄付はなくなった

ものの、現社長（利津子さんのご主人）の考え
のもと、団体会員として再び社協との関係が始

まったという。奥様敏子さん、娘さん利津子さん。
さばさばと話されるお二人には、いい年齢の年月
を感じてしまう。自然な姿がさりげなく、とても居
心地のいい空間を作っているお二人に、追いつ
けないすごさを感じた。ス・テ・キ・・・。

（山本晶子）

有限会社 金子組
立川市栄町

たくさんのお花に囲まれた亡き正義さんの位牌の前で
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総務係
渡邉　健
（ワタナベ  タケシ）

11月から総務係で相談員として
働いています。生活に困っている方、今住む家も
ない方に対し、何が一番良い支援なのかを考える
ためには様々な知識が要求されます。業務を行う
中で日々勉強し、よりよい支援が行えるようにな
りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

新しい職員が本会に入職しました

総務係
大島　直美
（オオシマ  ナオミ）

11月から相談員と
して配属されました。利用者の方に
わかりやすくサポートしていけるよ
う努力したいと思います。どうぞよ
ろしくお願いします。

■ ふれあいミュージックフェスティバル2009　開催のお知らせ ■■ ふれあいミュージックフェスティバル2009　開催のお知らせ ■
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元気 人
ふれミューの誕生と苦悩
曙町にひときわ大きく人目を引く丸い球
体。それは東京ガス㈱多摩支店のガスタ
ンクだ。東京ガス㈱は、17年間、「ふれあ
いミュージックフェスティバル（以下「ふれ
ミュー」）」の特別協賛を行っている。長谷川
さんは、東京ガス㈱多摩支店で広報を担当
されている。
ふるさと創生が詠われていた1990年頃、
東京ガス㈱でも1つの営業所で1つの地域
貢献をすることになり、当時の担当者が国立
音楽大学を訪ねた。それが、ふれミューの始
まりとなった。
ふれミューは、実行委員会（メンバーは、
東京ガス㈱、国立音楽大学、市民委員、立
川社協）が企画・制作を行っている。そのメ

ンバーである長谷川さんは、東京ガス㈱の3
人目の担当者で2000年頃に引き継いだ。
今でこそ、満員御礼状態の国立音楽大学の
講堂（1200人収容）だが、当時は空席が
目立っていた。「来場者が少ない事業に、協
賛し続ける意義があるのか。企業という立場
では、非常に悩みました。でも、実行委員会
の思いがあるからこそ、簡単にやめることはで
きなかったんです」と当時を振り返る。

マンネリ化から脱出！！
ちょうどふれミューの10周年だった。

“10ヶ所でプレコンサートをやってみたらど
うか”。そんな提案をした。「毎年同じことを繰
り返すのは簡単です。でも、それでは実施側
もマンネリ化してしまう。毎年何か、スパイス
を効かせることで、新たにやる気が出てきま
すよね」。
コンサートに「毎年、何か新しいものを」と
考える長谷川さんのことなので、何か楽器で
も演奏なさるのかと思ったら・・・。「音楽は、
小学校のときから一番苦手な分野でした。だ
から、自分の子どもたちには、小さいころから
音楽をやらせました。楽器とか理論などは良く
わからないけれど、音楽は人を感動させるも
のですね。今でも心に残っているのは、ハン
ドベルの演奏です。国立音楽大学講堂の
パイプオルガン演奏もとても素敵でした」と
長谷川さん。ふれミューは長谷川さんの音楽

に対する苦手意識を変えたようである。
今年、プレコンサートは7施設で行っ

た。当日会場に来ることのできない障害
をお持ちの方や高齢者の施設等に出向
き、国立音楽大学の学生さんが演奏を行っ
ている。“プレ”とはいえども、演奏者も観客
も笑顔で楽しんでいる姿をみると、改めて「で
きる限り、コンサートを続けていきたい」と感
じるという。

これからも何か 1つのスパイスを
1つの事業が17年間続くこと、そして同じ
企業がずっと協賛を続けてくださることはとて
も素晴らしく、珍しいことである。「来場される
お客様が楽しんでくださる姿、国立音楽大学
の学生さんの熱意。それにふれたら簡単に
やめることはできないですね。広報を始める
前に、“今年のふれミューはいつですか？”とい
う問い合わせがあったり、当日の会場に設置
した募金箱にたくさんの募金があるのをみる
と、とても意義のあることだと思います。今年
は、皆様にとって、東京ガスの総合窓口であ
る、“東京ガスライフバル多摩中央㈱”も一
緒に協賛させていただきます」。
今年のふれミューは、12月20日。休憩
時間には、抽選会があります。「何かのご縁
で会場に集った皆さんです。せっかくなら、皆
さんの心に残るもの、ドキドキするような企画
をしたいと思います」と長谷川さん。クリスマ

スも近いことだし、サンタクロースが登場す
るのかしら？
帰り際に東京ガス㈱の構内の中を歩き、
小さな鳥居を見つけた。その奥にはお稲荷
さんが奉られ、きれいに手入れがされていた。
「毎月15日に、無事を祈って、全員でお参
りするんですよ」。日本古来のものを大切に
守る一方で、“家庭用燃料電池「エネファー
ム」”を販売されるなど、地球環境に優しい事
業の最先端を走り、人々が健康で快適な生
活を送るために日々努力をなさっているのを感
じた。
今年は、是非ふれあいミュージックフェス

ティバルに行ってみよう。皆さんの熱意を感
じるために。

（竹内英子）

～皆さんの心に残るような
“スパイス”を効かせたい～

長谷川文英さん●曙町在勤

イラスト・浅見照美

ガスタンクのセキュリティは猫一匹も見逃しません

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㈱や国立音楽大学の協力のもと、今
回で17回目を迎え、毎年1,000名以上の来場者から好評を
いただいています。
今年は、『今年もブラス !ブラス ! !ブラス ! ! !』というサブタ

イトルの通り、昨年度好評をいただいた40名以上の規模で
構成される国立音楽大学ウインド・オーケストラのみなさんに
よるブラスサウンドをお届けします。
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。
なお、当日の運営ボランティアも募集しています。主な活動
内容は、会場内の案内や誘導、車椅子利用の来場者の介助
などです。ご協力いただける方は、市民活動センターたちかわ
までご連絡ください。

日 時：12月20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・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（大人、小人の内訳）・車イスご利用の有無を市民
活動センターたちかわ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。

 ※枚数に限りがありますので、ご了承ください。
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/
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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 9月 2日～ 11月 12 日現在）

平成21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21年9月１日～10月31日　　総額20,401,605 円（敬称略）

団体・企業名
チャイルドラインたちかわ 立川市明るい社会をつくる会 石田倉庫の住人 西砂・一番市民活動ネットワーク
立川食器再使用推進協議会 みんなの展示場　中村洋久絵画館 国際ソロプチミスト立川 市民活動資料・情報センターをつくる会

平成21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）
（平成 21年 11 月 12 日現在）

合計内訳：準会員 7名　正会員 626 名　賛助会員 43名　特別会員 5名　団体会員 0団体　合計金額：408,700 円

ご協力いただき、ありがとうございます。

日付 氏名・名称 住所 金額
9/1 株式会社　セレモアつくば 柏町 207,054
7 磯野　俊雄 柴崎町 11,843
9 青山　優 幸町 9,000
10 梶野  けさ江 19,813,622
11 五十嵐　栄治 錦町 100,000
15 石川　孝子 5,000
17 株式会社　ドリーミー 曙町 50,000
18 武田　直行 富士見町 1,051
18 匿名 5,000

日付 氏名・名称 住所 金額
24 第５地区民生・児童委員協議会 727
24 第4地区民生・児童委員協議会 1,601
25 小林　正暁 柏町 3,000
25 第１地区民生・児童委員協議会 173
30 匿名 28
30 第６地区民生・児童委員協議会 874
10/3 曙ゴルフ会　会長　内田　務 24,706
4 青山　優 幸町 9,000
15トータルエネルギー株式会社 102,100

日付 氏名・名称 住所 金額
16 柴崎町体育会 19,800
21 小林　正暁 柏町 3,000
23 第１地区民生・児童委員協議会 142
23 第4地区民生・児童委員協議会 1,158
27 第3地区民生・児童委員協議会 1,742
27 竹本　竹一 富士見町 10,000
28 第6地区民生・児童委員協議会 828
29 イベント会 11,822
29 磯野　俊雄 柴崎町 8,334

自治会名 準 正 賛 特 団 合計数 会費額
ガレリア会 7 3 10 6,500
柴三北町会 30 2 32 17,000
錦和会（追加分） 1 1 1,000
錦みよし会（追加） 105 11 2 118 76,500
羽衣町1丁目第2アパート自治会
（追加分） 3 3 1,500

羽衣町住宅管理組合自治会 3 2 5 3,500
曙二北町会 17 1 18 9,500

自治会名 準 正 賛 特 団 合計数 会費額
高松町二丁目仲和会 3 43 3 49 25,100
東栄会自治会（追加） 10 10 5,000
中砂自治会（追加分） 1 1 500
けやき台団地自治会 98 10 1 109 62,000
十番組自治会 47 6 53 29,500
四番組自治会 1 1 30,000
一番組（西+東）自治会 4 262 4 270 136,100
希望ヶ丘自治会 1 1 5,000

（平成 21年 11 月 12 日現在）

総合計　地区募金 4,273,948 円 ＋ 一般募金 102,562 円 ＝  4,376,510 円

平成21年度　赤い羽根共同募金　自治会別集計一覧
ご協力いただき、ありがとうございます。

地区 自治会名 募金額
富士見 富一東協和会 83,610

東親会 35,100
富士見町二丁目自治会 85,100
上富士町会 49,200
東親和会 42,350
富士見町4丁目西町会 43,300
富士見町五の南町会 48,150
喜多町会 45,100
親生会 20,000
立桜会 27,200
富士見町住宅自治会 20,500

柴崎 しばさき会 55,700
柴一八幡会 42,000
柴一協和会 99,150
柴二東部会 23,200
柴富士会 10,000
柴二南明会 55,200
柴二共生会 53,200
南親会 37,400
柴中会 59,900
柴三北町会 15,000
柴四東親和会 105,699
柴西会 101,850
柴五会 20,000
都営柴六自治会 5,000

錦 錦東会 67,900
錦東和会 5,000
錦みよし会 20,000
錦町五丁目親和会 156,150
錦六会 131,200
ときわ会都営錦町第4アパート自治会 4,800

羽衣 羽衣会 96,700
羽衣町1丁目第2アパート自治会 27,500
羽衣本町会 180,950
東羽衣会 66,000
羽衣町二丁目北町会 93,800
羽衣町住宅管理組合自治会 13,011
羽衣町みのわ会 115,200
コープ西国立自治会 1,312
羽衣第3アパート自治会 10,000

曙 曙一東自治会 28,200
曙町一丁目西町会 60,500
曙一南自治会 75,000
曙町二丁目東和会 36,700
曙町二丁目西町会 50,000
曙二南町会 31,000
曙二北町会 8,950

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 15,000
曙町三丁目仲和会 82,300
曙町三丁目アパート自治会 25,900

高松 高松町松友会 5,000
高松町一丁目協力会 99,000
高松町東友会 77,300
高松町二丁目仲和会 50,000
高松町南自治会 68,500
高松町高昇会 40,000
高松町三丁目松栄会 31,300

栄 睦会自治会 7,000
第二団地自治会 15,000
弥生会 6,200
南砂川自治会 20,000
南栄会自治会 5,000
南部自治会 82,350
都営栄町5丁目アパート自治会 7,500
江の島道東住宅自治会 37,730
中砂自治会 26,430
江の島自治会 5,000
都栄自治会 3,000
市営江の島住宅自治会 8,400
千草会 1,000

若葉 けやき台団地自治会 5,000
ときわ会 3,000
東会 3,000
緑ヶ岡ハイツ自治会 5,000
若葉町団地自治会 11,000
若草会 3,000
太陽会 5,000
旭自治会 2,700
若葉自治会 5,000
はなみずき会 3,000

幸 親幸自治会 10,000
文化村自治会 12,625
すずかけ第3自治会 5,000
つくし自治会 19,000
西けやき台団地自治会 20,000
都営幸町第4自治会 4,400
いずみ自治会 1,300
幸町都営アパート自治会 8,700
幸友会 10,500
立川幸町団地自治会 50,600
幸町六丁目自治会 25,000

柏 七番組自治会 45,500
柏町六番組自治会 49,150

地区 自治会名 募金額
柏 こぶし自治会 10,000

都営柏町自治会 8,500
都営柏町第二自治会 10,000
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 54,300
上水自治会 20,000
双葉自治会 3,000
みどり自治会 5,000
いずみ住宅自治会 3,000
新青柳会 6,000
あざみ苑自治会 5,000
九重会 6,600
玉川上水さかえ野自治会 10,000
若杉会 1,800
上水ニュータウン自治会 10,000
上水相和自治会 5,000
西部住宅自治会 15,000
トミンハイム立川泉町自治会 10,000

砂川 四番組自治会 3,000
三番組自治会 142,408
大山自治会 53,800
二番組自治会 66,850
親交自治会 5,000
昭和の森町会 14,200
ハイホーム立川一番町自治会 2,000

西砂 天王橋自治会 44,800
希望ヶ丘自治会 5,000
中里自治会 97,723
殿ヶ谷組自治会 52,800
西砂自治会 9,500
諏訪の杜自治会 11,100
都営松中団地自治会 36,600
コープタウン立川一番町管理組合 11,800

自治会総合計 4,273,948

寄付者名 募金額
一般 匿名 5,000

匿名 500
匿名 500
都営栄町5丁目アパート自治会有志の皆様 1,400
立川市役所職員 76,650
立川市社会福祉協議会 17,665
市役所募金箱 332
社会福祉協議会募金箱 515

合　　計 102,562
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この講座は、ガイダンスに参加された方や日々寄せられる相談の中でも特にお声の多かっ
た「定款の作り方」や「会計」、「税務」、「労務」について、専門家をお招きしてより詳しい
話をしていただきます。NPO法人を設立しようと思っている方、設立したけれど会計や税務の
ことなどでお困りの方は是非ご活用ください。
内容は1回目NPOガイダンス、2回目定款、3回目会計・税務、4回目労務です。
2月開催を予定しておりますが、日時・講師等の詳細は1月25日号の市報、もしくは2月

1日号のあいあい通信をご覧下さい。

　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

■幼児〜小学生向け舞台作品『陽気なハンス』
知恵と勇気、陽気と元気が持ち前の青年ハンスは、旅の途中でマルチーネという娘と出
会います。意地悪でケチンボの主人夫婦から、ハンスはマルチーネを救うことができるので
しょうか。
生の古楽器演奏と360度開放の舞台は、一見・一聴の価値あり。ぜひご覧ください。

 日 時：12月6日（日）　14:30開演（14:10開場）
 場 所：立川女子高等学校・体育館（立川市高松町3-12-1）
 参加費：おとなも子どもも　一人1,600円
 申込み：NPO法人立川子ども劇場
  ☎&Fax：042-526-0731（火･金の10:00~15:00）

■多摩っ子クラブオープンクラスルーム
小学生は、学ぶこと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、わくわく

ドキドキするような不思議で面白い実験の数 を々通じ、科学的なことに興味を持つ理科好き
な子どもに育てる「おもしろ理科実験」を行っています。今回は、この人気あるプログラムを、
市民活動センターたちかわの助成事業として、多摩っ子クラブに入会していない児童でも参
加できるオープンクラスルームという形で開催します。
 日 時：①12月19日（土）　10:30～12:00
  ②12月20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磁石のふしぎ
    お父さんやお母さんも知らない、磁石のふしぎを体験するほか、楽しい

おもちゃも作ります。
  ②電気と磁石のふしぎ  
    電気と磁石のふしぎな関係ほか、モーターの仕組みを、自分で作って

体験します。
 費 用：500円
 申込み：多摩っ子クラブ
  ☎042-535-3100／Fax：042-535-3336
  URL：http://k-shien.jp

■二十三夜サロンオープン
ご家族の「もしかして」を一緒に考える場をご用意いたしました。仕事帰りに一息ついて、
不安や心配を共有いたします。お気軽にお立ち寄りください。認知症とはどんなものかにお
答えする専門スタッフもお待ちしています。（参加費無料）
※ 二十三夜サロンは、認知症のご家族をおもちの方、もしかして認知症かもしれないご家族
をお持ちの方のサロンです。毎月1回最終の金曜の夜（予定）にオープンいたします。

 日 時：12月18日（金）、1月22日（金）、2月26日（金）、3月26日（金）
  いずれも18:00～20:00
 場 所：ヴィラ・フェローホームズ（立川市富士見町2-36-43）
 内 容： 毎回、認知症の症状について専門家のミニ講座、気楽に話せる交流会

など、暖かいお飲物をご用意してお待ちしております。
 講 師：齊藤直樹（認知症ケア専門士、認知症ライフパートナー）
 問合せ：☎042-523-7601

■立川手づくり掘り出しもの市
私たち日本人が大切にしてきた「もったいない」という気持ち。そして、日本人の根底にある

「ものづくり」に対する情熱。私たちが備え持つその2つの想いを掛け合わせたら、どんな温
かいイベントができるだろう？そんな発想から生まれたのが「手づくり掘り出しもの市」です。
 日 時：12月19日（土）　10:00～16:00
  12月20日（日）　10:00～16:00
  ※雨天の場合は12月26日（土）・27日（日）に順延
 場 所：ヴィラ･フェローホームズ　1階駐車場（立川市富士見町2-36-43）
 内 容：○アートフリマ開催
   　世界にひとつだけの心温まる作品が集合（約30ブース）。手づくりの

青空個展。
  ○洋裁、和裁などの手芸材料市
  　生地のハギレやボタンなど掘り出しものが見つかるかも。
  ○ワークショップ開催（各日2回開催／定員各回10名）

  　廃棄ろうそくを再利用したクリスマスキャンドルづくり。
  ○手づくりお菓子出展
 問合せ：立川手づくり掘り出しもの市の会（まるやさん）　☎0422-33-0375
  U R L：http://ecotukulife.blog14.fc2.com/

■しおりの会写真展〜しおりから広がる世界の子供達の笑顔〜
しおりの会で作った和紙人形を教育支援しているグループを通して、エチオピア・ガーナ・
ギニアビサウ・ミャンマー・訪問した国連本部・マケドニア・アンチグアにプレゼントした
写真を展示します。純粋な子供達のかわいい笑顔や、各国の風景・様子などもご覧ください。
また、和紙によるしおり人形の作り方の実演指導もあります。休日を利用してじっくりとお楽

しみください（入場無料）。
 日 時：12月19日（土）　11:00～17:00
  12月20日（日）　9:30～17:00
 場 所：女性総合センター・アイム（立川市曙町2-36-2）
 問合せ：しおりの会写真展実行委員会（佐藤さん）
  ☎042-522-6666

■創価大学VOCAL GROUP第14回定期演奏会
創価大学VOCAL GROUPは、総勢194名で“sing for happiness”という指針のもと、

ゴスペルやアカペラ、オリジナルソングを歌っています。定期演奏会は今年で14回目を迎
えます。
今年のテーマは『あなたへ～あなたは私の生命（たからも

の）』です。今まで出会ったあなた、これから出会うあなた、あ
なたに伝えたい思いが溢れるくらいたくさんあります。一生懸
命、全力で目の前にいる一人ひとりに歌わせていただきます。
 日 時：12月26日（土）
  ①開場13:00／開演13:30
  ②開場17:00／開演17:30
 場 所：立川市市民会館（立川市錦町3-3-20）
 費 用：当日1,200円／web前売り1,050円／前売り1,000円
 申込み：創価大学VOCAL　GROUP　☎090-9395-9254（岡田さん）
  URL：http://vocalgroup14teikiensoukai.rakurakuhp.net（パソコン）
  　　 http://home.soka.ac.jp/~e0926224/（携帯）

■「みんなの展示場中村洋久絵画館」作品展示のご案内
①12月展示田中伶の「漫画おもしろイラスト展」

20代若者の作品展、CDカバーのイラストや車の貼付ステッカー等を手掛けるなど
地道な活動を続けている。約50点の原画を展示します。

 日 時：12月5日（土）～23日（祝）の土日祝日　10:00～16:00

②平成22年1月展示三柴敏行の「油絵展」
画歴50年を迎え、30号など大きな作品を含む50点を展示する総括展です。介護
施設で介護を受けながらも80歳を超えて、現在も水墨画など新しい境地に挑戦してい
ます。

 日 時：1月9日（土）～31日（日）の土日祝日　10:00～16:00
 場 所：①②ともにみんなの展示場　中村洋久絵画館（立川市錦町5-16-9）
 問合せ：☎＆Fax ：042-524-4702（中村さん）

■ダンスサークル「ストリート」無料体験レッスン
HIPHOPやエアロビクスを通して、楽しさやダイエット、体力向上、
集中力、持久力などをつけていきませんか。一からの丁寧な指導です
ので、初心者の方でも安心してご参加いただけます。今回は無料体験
レッスンですので、ぜひこの機会にご参加ください。
 日 時：1月9日（土）
  ①ダンス（HIPHOP他）　　　13:30～15:00
  ②エアロビクス（初級クラス）　15:15～16:00
 場 所：女性総合センター・アイム（立川市曙町2-36-2）
 対 象：16歳以上
 定 員：10名（申込順）

NPO法人・非営利団体のための『運営実務あれこれ講座』

イベント・講習・講座
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 申込み：☎090-2764-3692（田原さん）
 ※定員がございますので、参加希望の方は必ず電話予約をお願いいたします。

■2級ホームヘルパー養成講座（138時間コース）
2級ホームヘルパー（東京都訪問介護員）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。また、本講座は教育訓練給
付制度指定講座です。
 日 時：1月15日（金）～3月29日（月）　月・水・金コース
  ①講義18日間（概ね9:00～16:00）
  ②実習6日間（概ね9:00～15:00）
 場 所：①ケア・センター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1階）
  ②立川市、国分寺市、日野市などの当法人事業所
 定 員：30名　※申込み多数の場合は抽選。
 費 用：56,800円（受講料50,000円 /テキスト代6,800円）
 締切り：1月8日（金）12:00まで
 申込み： 最寄の事業所まで ｢講習の案内｣を受け取りにお越しいただき、申込用

紙に必要事項を記入の上ご提出ください。
 問合せ：NPO法人　ケア･センターやわらぎ
  ☎042-523-3552／Fax：042-523-7077

■認知症支援ボランティア講座
街中で認知症の方を見かけたときに、どうしていますか。地域に住む認知症の方を支援す

るための講座です。あなたの大切な時間をさらに輝かせてみませんか（参加費無料）。
 日 時：①1月14日（木）　13:30～16:00
  ②1月18日（月）～22日（金）　9:15～12:30
  　※いずれかの日程のうち半日。
  ③1月28日（木）　13:30～16:00
 場 所：①③女性総合センター・アイム（立川市曙町2-36-2）
  ②至誠キートスホーム（立川市幸町4-14-1）
 内 容：講義「認知症について」、報告「認知症介護体験・ボランティア体験」
  認知症デイサービスでのボランティア体験、意見交換など
 定 員：15名（申込順）
 申込み：至誠キートスホーム　☎042-538-2323／Fax：042-538-2324

■幸学習館・お正月コンサート〜サックス奏者 西村貴行、癒しのライブ♪〜
「宇宙」から、やって来る音楽。心優しく、苦しみが癒える。
ボストンのバークリー音楽大学サックス科を成績優秀者として卒業した「西村貴行」の音
楽を聞いて、心を癒し、この一年を過ごそう。
アメリカで出会った四人の若者たち、サキソフォーン・ピアノ・ベース・パーカッションが

ひとつに溶け合い、この世界の「外」からの心を伝える（入場無料）。
 日 時：1月17日（日）　15:00～16:00　※14:30開場
 場 所：幸学習館（立川市幸町2-1-3）
 定 員：130名（申込順）
 申込み：12月10日から幸学習館へ　☎042-534-3076

■子育て教室”完璧な親なんていない”
　〜カナダ生まれの子育て支援プログラム〜
はじめから完璧な親なんていません。皆、周りの人たちに助けてもらいながら親になっていく
のです。お互いに悩みや関心ごとについて話し合いながら、自分なりの子育てを見つけましょ
う。ファシリテーターと呼ばれる進行役が話し合いのお手伝いをします。
 日 時：1月19日（火）～2月23日（火）
  毎週火曜日（前6回）　10:00～12:00
 場 所：たまがわ・みらいパーク（立川市富士見町6-46-1）
 対 象：0才～就学前の子育て中の親
 定 員：12名（0歳~保育有）
 費 用：600円（お茶菓子代）
 進行役：小杉とし子さん、名取明美さん
 申込み：子育て支援ボランティア「ミニトマの木」
  ☎042-521-2814（阿部さん）

■フィンランド研修報告会
平成21年8月28日から4週間、北欧の福祉先進国といわれるフィンランドに交換研修と

して参加した職員の研修報告会を行ないます。北欧の福祉を肌で感じ取った体験から、現
在の福祉やサービスを考える機会になればと思います（参加費無料）。
 日 時：1月23日（土）　13:30～15:00
 場 所：至誠キートスホーム（立川市幸町4-14-1）
 定 員：50名（申込順）
 申込み：至誠キートスホーム
  ☎042-538-2323／Fax：042-538-2324

■家族介護者教室
「認知症とは何？」そんな疑問をもったことがある方、認知症の家族を介護している方、認
知症についての知識や介護についての理解を深めてみませんか。専門家による相談コー
ナーや参加者同士の交流を深めます（参加費無料）。
 日 時：2月4日（木）　13:00～16:00
 場 所：女性総合センター・アイム（立川市曙町2-36-2）
 定 員：10名（申込順）
 申込み：至誠キートスホーム
  ☎042-538-2323／Fax：042-538-2324

■スキップママ保育ボランティア募集
スキップママでは、子育て中のお母さんが少しの間でも子どもと離れ、自分の時間を持ち、
色々な勉強や趣味を通して同じような立場にある仲間との交流を深めつつ「自分向上」を目
指しています。
今回は、活動中に未就学児の保育を継続的にしてくださる方を募集しています。

 日 時：原則月1回 第1火曜日（2月･3月･6月･7月･10月･11月･12月）
   第2火曜日（1月･4月･5月･9月と第1火曜日が祭日だった場合）
  ※毎月ボランティアをしていただけるのか確認をさせていただきます。
 場 所：総合福祉センター2階　保育室（立川市富士見町2-36-47）
 内 容：未就学児の保育
 条 件： 子どもを抱っこすることもあるので、体力に自信のある方。年齢を問わず、

長期的に活動してくださる方。
  ※募集人数8名
 問合せ：市民活動センターたちかわ　☎042-529-8323（田中）

■フェローホームズボランティア募集
下記のボランティアを募集しております。
○配膳のお手伝い
　デイサービスでの昼食配膳
　（月）～（金）　11:30～13:00
○音楽演奏（クラビノーバ）
　デイサービスでの自由演奏
　（月）～（金）時間応相談
○趣味活動サポート
　デイサービスでの趣味活動
　（将棋･囲碁･麻雀･書道･キルト･絵画等）の補助
　（月）～（金）時間応相談
○シーツ交換特養フロアのシーツ交換
　（月）～（金）の午前中
○外出行事サポート
　特養・デイサービスの初詣の同行
　1月4日（月）～15日（金）　13:30～15:00

 
 問合せ：社会福祉法人恵比寿会フェローホームズ
  ☎042-523-7601／Fax：042-523-7605（藤谷さん）

■立川中央病院シーツ交換ボランティア募集
立川中央病院では、患者さんの手助けや案内の補助などをしていただくボランティアを募
集しています。
 日 時：応相談
 場 所：立川中央病院（立川市柴崎町2-17-14）
 内 容：主に病棟内でのシーツ交換など
 その他： 電話連絡後に随時面談をさせていただきます
 　　　（活動内容の詳細は面談時）。
 問合せ：立川中央病院　☎042-522-7171（原田さん）

■中途失聴・難聴者「つばさの会」会員募集
人生の途中で耳が遠くなった、聞こえなくなった方、そのような方をサポートしたい方の集ま

りです。手話が分からなくとも大丈夫。話している言葉が要約されてスクリーンに映し出され
ます。

 日 時：毎月第2（日）　13:30～15:30
 場 所：高松学習館（立川市高松町3-22-5）
 費 用：月200円を年度払い。
 問合せ：Fax：042-526-3949（小島さん）／☎042-523-7351（荒木さん）

■「水彩画スケッチ教室」「デジカメ教室」生徒募集
①水彩画スケッチ教室

旅行先でスケッチを楽しめるよう、戸外中心に初歩から教えます。
 日 時：毎月第2・3（土）　10:00～12:00
②水彩画スケッチ（中級）教室

水彩画スケッチで F4版以上に挑戦。過去にスケッチを経験した方向けのワンラン
ク上の教室です。

 日 時：第2（日）　10:00～14:30（休憩30分）
③デジタルカメラ教室

一般的なデジカメで芸術的な撮り方を指導します。
「デジカメの使い方がちょっと苦手」といった方、大歓
迎です。

 日 時：第1・4（土）　10:00～12:00
 参加費：①③　2,000円／月
  ②　　2,500円／月
 場 所：みんなの展示場　中村洋久絵画館
 申込み：☎＆Fax ：042-524-4702（中村さん）
  E-mail：h-naka77@zat.att.ne.jp

■まことくらぶ学生ボランティア大募集
障害者の方と一緒に活動してみませんか。何かしたいけど何をしたらいいか分からない…。

そんな学生を募集します。興味のある方はぜひご連絡ください。
【法政大学3年　Mさんの声】
　・たくさんの出会いがありました。楽しく活動に参加させていただいています。

 内 容： 作業補助、行事のお手伝い（スポーツ活動等）、パソコンでの広報誌や
カタログ作成

   ※週1回半日以上来られる方歓迎です。また、毎週水曜日を体験日とし
ています。

 場 所：ワークセンター　まことくらぶ（立川市錦町6-26-15）
 問合せ：☎＆Fax：042-521-3988（吉本さん、南さん）
  E-mail：info@makotoclub.jp

■日本語学習ボランティア募集
松中日本語教室は、立川市一番町地域に在住・在勤の
外国人達へ松中小学校の教室をお借りして生活日本語の
学習支援をしています。学習者は中学生から成人までいます
が語学レベルはいろいろです。レベルに応じたクラス作りを
し、学習効率を高めたいと望んでいます。このような活動に
ご関心をお持ちの方は是非ご応募ください。老若男女・年
齢・指導経験、いずれも特に問いません（交通費・教材費
は自己負担）。
 日 時：毎週（土）　19:00～20:30
 場 所：松中小学校（立川市一番町5-8-5）
 問合せ：松中日本語教室　☎042-531-3747（神野さん）
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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

ただし、12月2日高齢者在宅介護相談と1月2日法律相談はお休みとさせていただきます。

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）   

平成 22年版カレンダー・
手帳の寄贈について

　歳末たすけあい運動の一環で、
カレンダーや手帳を配布しながら
募金活動を行う団体があります。ご
家庭で不要な平成22年版カレン
ダー手帳がありましたら、12月25日
（金）までに、社会福祉協議会に
ご寄贈くださるようご協力をお願いし
ます。

●問合せ●
社会福祉協議会・総務係
☎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

◆躓いた時こそ、ひとの想いややさしい言葉が身に沁みます。あわてる
ことなくこのままコツコツといこう。そんな風に思えた出来事がありま
した。今わたしは幸せを感じられている。だから、日々のなか小さなこ
とひとつでも、誰かの為になりたいなと思います。（ま）

◆立川市内には26もの商店街があります。この半年ですべての商店街
をまわる企画に参加。立川にはおすすめなお店たーんまり☆（晶）

◆東京ガス訪問数日後、ふれあいミュージックのチラシを眺めていたら
知り合いからとても楽しいコンサートよ…。フッと長谷川さんの笑顔
が思い浮かびました。（英）

※同一内容のご相談は年１回とさせていただきます。

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21年12月28日まで
　　　　　年始　平成22年1月4日から
　　　　　（ 平成21年12月29日から平成22年

1月3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21年12月31日まで
　　　　　年始　平成22年1月2日から
　　　　　（平成22年1月1日は休みになります）

次回の発行は、2月1日です。


