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Vol.92

収入
683,657
千円

③立川市補助金
207,238

（30.3%）

③市民活動センター
45,722（6.6%）

④助成金 1（0.0%）

④生活福祉資金
8,364（1.2%）

⑤立川市受託金
105,739（15.5%）

⑥市受託事業
7,869（1.1%）

⑥東社協受託金
17,333（2.5%）

⑦栄福祉作業所
39,630（5.7%）

⑦事業収入
20,470（3.0%）

⑧富士見福祉作業所
36,566（5.7%）

⑧共同募金配分金
7,522（1.1%）

⑨介護保険収入
164,601

（24.1%）

⑨居宅介護支援事業（介護保険）
18,354（2.7%）

⑩自立支援収入
115,572

（16.9%）

⑩通所介護事業（介護保険）
62,903（9.1%）

⑬地域あんしんセンター
48,676（7.0%）

⑭自立支援ホーム
ヘルプサービス
12,266（1.8%）

⑮生活安定応援事業
17,407（2.5%）

⑯住宅手当
6,834（1.0%） ⑰学校介助員

25,673（3.7%）

⑪訪問介護事業
（介護保険）

72,093（10.4%）

⑫生活介護
　支援事業
136,193

（19.7%）

⑪会計単位間繰入金
3,047（0.4%）

⑫経理区分間繰入金
16,136（2.4%）

⑬雑収入など 2,128（0.3%）

⑤地域包括支援センター
40,538（5.9%）

①会費 5,600（0.8%）

①法人運営
84,383

（12.2%）

②寄付金 18,270（2.7%）

②地域福祉
27,430（4.0%）

支出
690,901
千円

事業計画策定にあたって
現在の地域社会は、少子高齢化に伴う家庭機能の変化や近隣関係の希薄化などが現れ、また経済不況による景
気の低迷や雇用の悪化などが社会問題化しており、地域社会のなかでの人と人とのつながりや、お互いのたすけあ
い、支え合いがますます大切になってきています。
このようななか、本会は平成20年度から21年度にかけて、第3次「立川あいあいプラン21」を策定しました。そ
の具体的な取組みには、市民の地域社会への参加やつながりあい、誰もが安心して暮らせる相談支援体制などを掲げています。社会福祉法に定められた地域福祉
の推進役として、地域の住民の方 を々はじめ、さまざまな関係機関・団体など多様な「市民」と連携し、地域福祉を進めていきますのでよろしくお願いします。
なお、今年度は本会が創立してから50年という大きな節目となる年でもあります。先人が築いてきた財産や経験を活かし、その理念として掲げた「誰もが安心して楽し
くいきいきと暮らせるまち『立川』」の実現に向け、役職員一同邁進してまいります。市民の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

■立川市社会福祉協議会の使命「住民主体の福祉コミュニティづくり」
私たちは、幅広いあらゆる市民の声を聞き、受け止め、大切にし、市民が自ら考え行動すること
を促進し、誰もが安心して楽しく幸せに暮らせるまち「立川」を築きます。

■平成21年度収支予算【一般会計】※経常活動経費のみ掲載（単位：千円）
平成21年度の事業にかかる収支予算の概要は、以下のとおりです。収入は科目別。支出は
事業別および科目別。なお、収入については、前年度繰越金を含みません。

■問合せ 立川市社会福福祉協議会 総務係 042-529-8300

■平成22年度の重点推進事項
1. 地域福祉コーディネーター配置事業の拡充 
2. 市民活動センターたちかわの機能強化
3. 地域あんしんセンターたちかわの充実
4. 基幹型地域包括支援センター運営による地域包括ケアの推進
5. 総合的な地域ケア機能の発揮
6. 生活安定化対策の充実
7. 障害者福祉サービスの充実
8. 地域におけるセーフティネット機能の充実と経営基盤の強化

めざせ !誰もが安心して楽しくいきいきと暮らせる
まち「立川」
平成22年度の事業計画および予算については、3月に開催された理事会・評議員会で審議のうえ、
決定されました。その概要をお知らせします。

■記念式典
平成22年11月23日（火・祝） 午後2時から（予定）
会場●アミューたちかわ（立川市市民会館）大ホール
式典と講演会などを予定しています。できるだけ多くの方 と々同じ時間を共有し、これからの立川を

考える機会にしたいと思います。詳細は改めてお伝えします。

■記念誌
立川市社会福祉協議会の50年の軌跡をまとめた記念誌を作成中。50年の歴史をふりかえるとともに、未来へつながるものにしていきたいと

考えています。記念誌作成にあたっては、一般市民を対象としないため、地域の皆様のご厚情によるご寄付をお願いすることになりました。趣旨を
ご理解のうえ、ご協力をお願い申し上げます。

大きな節目となるこの年。
先人の、そして私たちの“想い”を未来へ
1960（昭和35）年に設立された本会は、今年で50年を迎えます。現在、市民参画の実行委員会を組織し、
記念事業の準備中です。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

平成22年度
事業計画
予算の概要

立川市社協
創立50周年
記念事業
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平成 22年度 各部署の主な事業計画  ～各業務ごとにお伝えします～
　①総務係
法人の健全経営や、地域福祉の担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ

適正に行うため、自律的な経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サー

ビスの向上ならびに事業経営の透明性の確保を果たし、次の事務事業を行います。

組織運営事業
●理事会等の開催　●監査の実施　●苦情解決委員会の開催　

●会員募集キャンペーン　●「立川あいあいプラン２１」推進評価委員会の開催

研修事業
●役職員研修　●専門図書等の購入　●資格取得の奨励

連絡調整事業
●関係機関とのネットワーク ●民間助成等の情報提供 ●後援名義の使用許可

普及・宣伝事業
●あいあい通信の発行　●創立 50周年記念事業

●ホームページの運営　●会員向けイベント　●パンフレット等の発行

人材育成　　　　　　　　　　　　　助成事業
●実習生の受け入れ　　　　　　　　●地域福祉活動費助成

貸付事業
●生活福祉資金、総合支援資金、臨時特例つなぎ資金の貸付

●離職者奨学金の貸付　●生活福祉資金調査委員会の開催 ●民生委員貸付研修

住宅手当緊急特別措置事業
●住宅手当の支給と常用就職に向けた支援　

生活安定応援事業
●就職チャレンジ支援事業　●生活サポート特別貸付事業　

●チャレンジ支援貸付事業

特別会計事業
●赤い羽根募金運動の実施　●歳末たすけあい運動募金の実施

　②地域あんしんセンターたちかわ
判断能力の低下により日々の生活に何らかの不安を抱えている市民（高齢者や障

害者等）が、適切な福祉サービス等を利用しながら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日常生活自立支援事業、成年後見制度利用支援

事業と同制度の普及啓発、法人後見の受任等を実施します。また、今年度からは、

第 3次立川あいあいプラン 21に基づき、新たな「後見サポーター（仮称）」の養成、

活動システムの検討等を行います。地域あんしんセンターたちかわの運営について

は、成年後見制度の推進機関も兼ねた専門職や地域の関係機関等で構成された運営

委員会を設置して行います。

福祉サービス総合支援事業
●運営委員会の設置運営　●総合相談の受付　●苦情対応窓口の設置　

●日常生活自立支援事業の実施　●相続相談の実施

●成年後見制度の普及・推進と利用支援事業の実施　●法人後見人等の受任

●後見サポーター（仮称）の養成　●東京都成年後見人等養成事業への協力

●たちかわ入居支援福祉制度の実施 

●関係機関とのネットワークの形成

　③市民活動センターたちかわ
市民活動を価値観・分野・形態で分断せずに、包括的に支援していく中間支援組

織として、市民参画による運営委員会を設置して「市民活動センターたちかわ」を

運営し、「協働の推進」、「地域づくり」、「市民活動支援」の 3つのキーワードに基づき、

以下の事務事業を行います。

キーワード１：「協働の推進」
●市民と行政との協働の推進

●関係機関・団体との協働事業の実施や支援

●企業等との協働事業の実施や企業の社会貢献活動の支援

●各種企画委員会やプログラムへのスタッフ派遣

キーワード２：「地域づくり」
●地域福祉コーディネーターの配置による住民福祉活動の推進

●地域懇談会の開催　●グッドネイバー運動推進団体、地域関係団体との連携

●住民グループの組織化支援　●学校を核とした市民学習支援、地域づくり

●地域防災活動等への住民参加の促進とネットワークづくりの推進

●小中学校介助員事業の充実とコーディネート

キーワード３：「市民活動支援」
●市民活動に関する相談受付とコーディネート

●市民活動参加支援や啓発イベントの開催

●市民おもしろ大学の開催　●ボランティア体験プログラムの実施

●市民活動情報の受発信機能強化　●団体登録の促進

●市民活動向け講座・研修会等の開催　●市民活動団体の相互交流の推進

●市民活動団体助成事業の実施 ●事務機器などの貸出機材の整備

●ボランティア保険の加入受付

　④地域包括支援センター
地域包括支援センターは、地域ケアにおける総合的な相談対応、マネジメントを

担う中核機関として、社会福祉士、保健師・看護師、主任介護支援専門員といった

専門職を配置し、地域に総合的・重層的なサービスネットワークを構築することを

基盤として、以下の 4つの業務を行います。

総合相談・支援機能
地域の高齢者の実態把握や総合相談対応・支援、関係機関とのネットワーク形成

などを行います。

●総合福祉センターにおける総合相談実施　●介護保険の相談対応・申請代行

●介護予防・生活支援事業の相談対応・申請代行　

●介護サービスについての苦情対応　●訪問相談対応の随時実施　

●担当生活圏域（富士見町・柴崎町）の実態把握業務（480件）　

●小地域ケア会議の開催（年間 6回）　

●地域におけるボランティア活動・市民活動とのネットワーク構築　

●高齢者見守りネットワークの推進

権利擁護事業
立川市福祉保健部や社協地域あんしんセンターをはじめとした地域の権利擁護関

係機関との連携のもと、1）高齢者虐待防止への対応、2）措置制度の活用、3）成

年後見制度の利用支援、4）困難事例への対応、5）消費者被害の予防・対応、の

業務を推進します。

●地域あんしんセンターたちかわとの連携による市民の権利擁護の推進・成年後見

制度利用支援　●高齢者虐待防止・養護者への支援

●老人福祉施設への措置制度の活用　●困難事例への対応　●消費者被害の防止

包括的・継続的ケアマネジメント支援
地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築支援・横の連絡体

制の整備、困難事例等に関する介護支援専門員への支援体制の構築を行います。

●医療・保健・福祉の連携体制の構築　

●地域における介護支援専門員・介護サービス事業者のネットワークの構築　

●日常的個別指導・相談対応　●援困難事例等への指導・助言

介護予防ケアマネジメント業務
要支援者への予防給付のマネジメント、地域支援事業における介護予防の取り組

み、地域の予防の取り組み支援を行います。

●地域における要介護予防の取り組みの推進（地域住民・団体との協働）

●特定高齢者の把握、及び介護予防事業に関するケアマネジメント業務

●要支援認定者（要支援 1・2）の予防給付に関するケアマネジメント業務

●介護予防・家族介護教室の開催（年間 5回予定）

●予防に資する社会資源のリスト化推進と参加する場づくり

基幹型地域包括支援センターとしての取り組み
●地域ケア会議の実施　●地域包括支援センター・権利擁護業務連絡会　

●介護支援専門員への支援　●地域包括支援センター・介護予防業務連絡会　

●地域包括支援センター・ケアマネジメント支援業務連絡会　

●介護保険事業者・地域ケア関係者への支援　

●高齢者等見守りネットワーク相談協力員全体研修会　●地域福祉市民フォーラム

●東京都基幹型地域包括支援センターモデル事業　

●東京都社会福祉協議会センター部会・北南ブロック会　

●認知症サポーター養成研修 ●各種連携会議への参加 ●福祉用具展示・情報提供

　⑤居宅介護支援事業
利用契約された市民に対し、介護サービス計画（ケアプラン）を作成し、質の高

いケアマネジメントを行うことにより、市民の安心した生活に寄与します。また契

約制度における地域のセーフティネットとして、緊急対応が必要なケースや支援困

難事例への対応、介護予防計画作成への協力を地域包括支援センターと連携して実

施します。また、地域包括支援センターが実施する各種事業に協力していきます。

●介護サービス計画の作成　●小地域ケア会議・介護支援専門員連絡会等のネット

ワーク会議への参加・協力　●介護認定調査委託事業の実施
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　⑥ホームヘルプサービス
要支援、要介護認定を受けた高齢者が、住みなれた地域での生活を継続できるよ

うに、その居宅にホームヘルパーを派遣します。

訪問介護
●介護予防訪問介護の実施　●訪問介護の実施

自立支援ホームヘルプサービス事業
●居宅介護事業の実施　●重度訪問介護事業の実施　●移動支援事業の実施 

●通常の学級の臨時介助員事業

会議・研修計画
●サービス提供責任者会議の実施　●業務改善会議の実施　●ヘルパー研修の実施

●ヘルパーグループ会議の実施

　⑦通所介護事業
要支援、要介護認定を受けた高齢者がデイサービスに通い、仲間とふれ合うこと

で社会的孤立感を解消し、創作的活動や機能訓練を通じて心身の機能の維持を行う

とともに、利用者家族の身体的・精神的な介護負担の軽減を図ることを目的に「介

護予防通所介護」「一般型通所介護」「介護予防認知症対応型通所介護」「認知症対

応型通所介護」を運営します。重点的な取組み事項は、「機能訓練体制の強化」「入

浴サービスの充実」「認知症に適したスペースの設置」「地域との交流」とし、あわ

せて社協が運営する通所介護として、地域の福祉課題の把握や地域におけるセーフ

ティネットの構築に寄与します。

デイサービス等
●一般型通所介護の実施　●介護予防型通所介護の実施

●認知症対応型通所介護の実施　●介護予防認知症対応型通所介護の実施　

●会議・研修計画の実施 ●ボランティア・実習生の受け入れ

　⑧通所福祉係
生活介護事業
地域において就労の機会等が得がたい在宅重度障害者が通所し、機能訓練、文化

的活動、日常生活訓練等を行うことにより、その自立を図ると共に生きがいを高め

ることを目指します。一つの事業所ですが、現在は、身体障害者用のデイルーム（マ

ンボウ）と知的障害者用のデイルーム（コスモス）に分かれて、活動を行っています。

立川市の新庁舎移行に伴う総合福祉センターの空きスペースを利用して、生活介

護支援事業所の定員を 40名から 60名に拡大します。また、医療的ケアが必要な

方の受け入れについても検討していきます。

●身体障害者デイサービス事業の運営　●知的障害者デイサービス事業の運営

福祉作業所事業
企業就労が困難な心身障害者が通所し、授産作業等を通して収入を得ることで自

立した生活を支援するために、福祉作業所を運営します。また、各作業所では、それ

ぞれの地域性をいかして、地域住民や団体との連携により地域交流活動を行います。

●栄福祉作業所の運営　●富士見福祉作業所の運営

　⑨社協あいあいステーション
立川駅前にある伊勢丹立川店内の社協あいあいステーションで、専門相談事業な

どを行い、相談窓口を充実させ、誰もが安心して楽しく幸せに暮らせるまちを築く

よう、次の事務事業を行います。

相談事業
●専門相談事業の実施

（法律、成年後見、心のふれあい、税金、年金・労務、高齢者、行政手続相談等）

●相談員連絡会の開催

その他
●ミニ手づくり教室「あいのて」　●手づくりショップの運営　●普及イベントの

実施　●書類等の預かり業務（会費、各種募金、ボランティア保険等）

上砂町・一番町・西砂町地区に
「地域福祉コーディネーター」が配置されました
上砂町・一番町・西砂町地区に

「地域福祉コーディネーター」が配置されました

「ちょっとお願いできる」「何かあったら駆けつけてくれる」そんな親族や友人が近くにいないこともあります。いざ困った!その時
に、公的な福祉サービスは万全ではないかもしれないし、お金を払って解決できることばかりとは限りません。
地域の中で小さなご縁や、新たな人のつながりを結ぶため、立川市と本会が協働して22年4月から上砂町・一番町・西砂
町地区に地域福祉コーディネーターが配置されました。
（栄町・若葉町地区にも継続配置されています）
「孤立のないまち」「住民が心配ごとの解決に参加できるまち」を目指して、地域課題の解決を
住民のみなさんと共に進めます。
例えば、こんな時、お声かけください。
『ご近所に、お茶飲みをしながらおしゃべりができる場所があったらいいな』
 ・・・>場づくりのお手伝いをします
『子育てママのサークルが近くになくて残念』
  ・・・>グループを立ち上げる応援をします
『ちょっとした時間を使ってボランティアしたい』
 ・・・>お手伝いを必要としている人や活動をご紹介します
『不安なことがあるけれど誰に相談したらいいのか分からない』
 ・・・>必要なサービスや機関を一緒に探します
などなど　お気軽にお寄せください。

■ 地域福祉コーディネーター連絡先
 TEL : 042-534-9501
 FAX : 042-534-9502
 メールアドレス : edatamae@blu.m-net.ne.jp
 所在地 : 立川市上砂町5-76-4 
  北部西かみすな地域包括支援センター内
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●「木」に「鬼」と書くこの文字の意
味は？
「槐」この文字は「えんじゅ」と読み、
木の種類だそうです。とても堅い木
で、こけしの材料などで使われることも
あるとか。なぜそんな名前をつけられ
たのか・・・早速、「コーラス槐」代
表の河島さんにお尋ねしてみました。
「当初のことは私もわからないので
すが、聞いたところでは、槐は立川駅
の北口バスロータリーに植樹されてい
るんですよ。昭和２５年に目玉として
植樹され、緑豊かな安らぎのある街へ
の展望のはじめの一歩である意味あ
る樹木だったようです。そんな街作り
の思いと同じで、息の長い活動を心

安らぐ仲間と創りたいという思いからだ
と聞いています。」
●今日ここで一緒に歌うことが出
来て良かった
平成３年に西砂公民館主催の「童

謡を歌いませんか」という６回講座に
参加したメンバーが、自主活動として
スタートさせた「コーラス槐」は、来年
３月に２０周年を迎えます。
今は菅家奈津子先生の指導のも

とで３０名以上のメンバーが、赤岩
涼子先生のピアノで練習しています。
ここまで長くやってこれているのも、き
ちんとした先生がついていてくれるか
らであり、公民館講座からスタートし
た自主活動で３０名以上いるコーラス
隊は珍しいとも言われています。
「私たちは高度なことは望んでいま
せん。誰もが知っているような童謡を
主に、美しい日本語とメロディを歌っ
ています。」と控えめに話される河島
さん。メンバーみなさんは、童謡の
持っているやさしさと温かさのある言
葉や情景に惹かれているとか。菅家
奈津子先生に、「こんな曲やりたい！」
とリクエストがでてくることもあり、ま
た赤岩涼子先生は譜面を作り直し、
コーラス槐さん達の歌いやすい音階
にして、ピアノ演奏してくださるという
シーンもあるそう。月２回の練習では

ありますが、みんなに会えることもうれ
しく、おしゃべりも盛んになりがちな練
習会のご様子であります。
●地域にでて学ぶことも・・・
メンバーの１０名くらいで「武蔵
立川学園」や「老健わかば」などの
施設に出向き入所されている方々
と、一緒に歌っているそうです。とくに
「老健わかば」へは、月に一回出向
き、河島さんのご主人もアコーディオ
ン担当で、ご一緒されることがほとん
どだとか。ご主人のアコーディオンに
合わせて、コーラス槐さんが歌い、入
所されている方々が口ずさむ・・・な
んともほほえましい光景であります。
「歌だけではつまらないこともあるの
で、踊りをやっているメンバーのアイ
デアで、盆踊りをいれたりしました。
そうしたら、洋裁をやっているメン
バーの一声で、はっぴを作ることにな
り、次月みんなで手作りのはっぴを着
て踊り歌ったら大好評。時には大正
琴を弾けるメンバーが、歌にあわせて
演奏もしてくれます。季節にあわせて
歌も変えますが、工夫しながら私たち
も楽しい時間を過ごし、元気をもらっ
ています。」
帰る頃には握手ぜめで、あちらこち

らで「元気でね」「風邪ひかないよう
にね」「また来てね」という声が飛び

交うというから、コーラス槐さんの活
動の意義の深さを感じてしまいます。
「『荒城の月』を歌うと、男性の方
がタオルを持って泣いていました。」
時にはそんなシーンもあるそうです。

●みんなが集まるから出来るコー
ラス
５年の区切りで発表会を行い、コー
ラス槐さんオリジナルの「想い出愛
唱曲集」を発刊してきているとのこと。
ここ４年ほどは、春・夏・秋・冬の
歌をそれぞれ１年ずつかけて練習して
きているそうで、丁寧な練習が伺えま
す。ソプラノとアルトのパートに分か
れてのコーラスでありますが、一緒に
なった時の達成感はたまらず、これが
２０年も続けられてきている魅力だそう
です。
河島さんの穏やかな笑顔と口調の

中にも、熱い想いがジンジン伝わっ
てきました。自然とわき出ている河島
さんの笑顔が、こちらも前向きにして
くれ、元気をいただいて帰ってきまし
た。歌声よ！届け！

 （山本晶子）

元気 人
美しい日本語を童謡にのせて

河島みどりさん（コーラス槐）
● 幸町

5年ごと発行の愛唱曲集

感 謝 の ど いつ

去る3月30日に「感謝のつどい」を開催し、本会への寄付を通して地域福
祉の推進にご協力いただいた方々へ顕彰を行いました。会長より感謝状を贈
呈させていただいたのは以下の方々です。ありがとうございました。

◎多額寄付者／昭和第一学園高等学校 生徒会、東京立川ラ
イオンズクラブ、青木喜作、株式会社セレモアつくば、梶野
けさ江、五十嵐栄治、トータルエネルギー株式会社、仙田廣次、
美知子、宗教法人真如苑、国際ソロプチミスト 立川　　
◎継続寄付者／青山優
◎歳末たすけあい多額協力者／西東京臨済会、磯野俊雄、
立川市老人クラブ連合会、立正佼成会立川教会、立川市子ど
も会連合会、立川市明るい社会をつくる会、
◎物品大口寄付者／トヨタ西東京カローラ株式会社、プレ
ゴ立川ご来場のお客様、トータルエネルギー株式会社、
渡邉保子
◎理事退任者／須﨑一男、岩田良二、笹本忠男、見目周造、
澤田隆光、近藤忠信
◎評議員／春山順子、並木正子、浅井一男、永瀬幸生、 
三鴨久恵、高津年夫、長家功、笹本悦弘、須崎喜美枝、高橋昭治、名取種子、
浅見岱司、山田美枝

【平成21年1月1日～12月31日・順不同・敬称略】

50 周年記念誌作成寄附のお願い
立川市社会福祉協議会は、多くの皆様から温かいご支援を
いただき、お陰様をもちまして今年9月に創立50年を迎え
ます。半世紀の節目として、当社協の歴史を後世に伝えてい
くということで実行委員会を立ち上げ、記念誌も式典実施と
あわせて作成する運びとなりました。記念誌作成にあたって
は、一般市民を対象としないため、
地域の皆様のご厚情によるご寄付を
お願いすることになりました。記念
誌事業に対する趣旨をご理解ご賛同
いただき、支援のほどよろしくお願
い申し上げます。

 ○記念誌作成寄附目標額 130万円
 ・個人寄附金 :一口 1,000円以上
 ・団体寄附金 :一口 1,000円以上
 ・企業寄附金 :一口 5,000円以上

受付・問い合わせ先
〒 190-0013  立川市富士見町 2-36-47
電話：042-529-8300  FAX：042-529-8714

立川市社会福祉協議会 

を行いました

イラスト・浅見照美



岩﨑　正美（イワサキ　マサミ）
◆総務係
2月より、福祉資金等の貸付の相談員と
して勤務しております。立川市で安心して
子育てができ安心して年を重ねていけるよ
う、暮らしの中での困りごとを解決していく
お手伝いができればと思います。よろしく
お願いいたします。

鈴木　泰子（スズキ　ヤスコ）
◆総務係
2月より総務係の相談員として配属され
ました。日々勉強をし、良い支援が出来る

ようコツコツと努力していきたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いします。

石井　幸保（イシイ　ユキヤス）
◆通所福祉係生活介護支援事業所
4月から生活介護支援事業所、身体障害
者デイルームで働くことになりました。利
用者の皆さんが、健康で楽しく生活できる
ような支援を心がけ、日々、利用者との生
活の中で勉強させていただきたいと思い
ます。どうぞよろしくお願いします。

山下　圭子（ヤマシタ　ケイコ）
◆通所福祉係生活介護支援事業所
4月より生活介護支援事業所、マンボウ
に配属され勤務しています。介助・支援し
ていく中で、利用者の方々と楽しく、心安
らぐ一日を積み重ね、充実した日々を一緒
に作っていきたいと思っています。どうぞ
よろしくお願いします。

成井　久仁江（ナルイ　クニエ）
◆通所福祉係生活介護支援事業所
生活介護支援事業所にて、働かせてい
ただいています。利用者様の安全を第一
に考え、より良い支援が出来る様、日々
努力をしていきたいと思っています。座右
の銘は、初心忘れるべからず!!どうぞよろし
くお願いします。

久保　裕子（クボ　ユウコ）
◆通所福祉係生活介護支援事業所
4月より嘱託職員としてマンボウに配属
になりました。まだまだ経験不足で至らな
い事ばかりですが、利用者の方と楽しく
接していく上で色々な事を吸収し、共に
成長していけたらと思っていますので、ど
うぞよろしくお願いします。

尾市　信（オイチ　マコト）
◆通所福祉係生活介護支援事業所
4月から身体障害担当から、知的障害担
当として働くことになりました。利用者の

方々に、少しでも早く慣れて頂き、微力な
がら生活の手助けが出来ればと日々努
力し、より良い支援が出来るようになりた
いと思っています。どうぞよろしくお願いし
ます。

井上　雅章（イノウエ　マサブミ）
◆通所福祉係生活介護支援事業所
4月からコスモスで勤務する事になりまし
た。以前より、勤務している職員の皆さん
と一緒に、コスモスの利用者さんの手足
になれる様、明るく接して行きたいと想い
ます。

吉田　岳史（ヨシダ　タケシ）
◆通所福祉係生活介護支援事業所
4月より生活介護支援事業所マンボウ
に配属されました。利用者の方の立場に
立った支援を心掛け、思いやりを忘れず、
利用される方が安心して利用していただ
けるように、日々努力してまいりたいと思
います。どうぞよろしくお願いします。

NEW
FACE
NEW
FACE

新しい職員が本会に入職しました
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ご加入いただき、ありがとうございます。
（平成 22年 1月 11 日～平成 22年 3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（追加分）

団体・企業名
ワークみんなの広場 デイサービス　みんなの広場砂川 デイサービス　みんなの広場1 デイサービス　みんなの広場2
NPO  しらゆり (福)幹福祉会　ヘルプ協会たちかわ

平成 21年度 赤い羽根共同募金
自治会別集計一覧（追加分）

地区 自治会名 募金額
富士見 レガリア会 6,500

言葉にかえて（寄付者名簿）
平成22年1月1日~3月31日  総額 3,561,002円（敬称略）

職員の退職について
平成22年3月31日付で2名の職員が本会より退職いたしました。市民のみなさまには大変お世話になりました。

渡邉　　健 ◆ 総務係 中井　基喜 ◆ 通所福祉係

日付 氏名・名称 住所 金額
1/5 武田　直行 富士見町 5,465
7 (社)東京都立川市歯科医師会 49,000
11 青山　優 幸町 10,000
12 加藤　義光 横須賀市 10,000
19 匿名 18,091
22 武田　直行 富士見町 1,000
22 第1地区民生・児童委員協議会 1,257
23 匿名 3,000
25 小林　正暁 柏町 3,000
25 磯野　俊雄 柴崎町 8,657
25 武田　直行 富士見町 1,000
26 匿名 1,996
27 第6地区民生・児童委員協議会 771
29 第4地区民生・児童委員協議会 1,290
30 武田　直行 富士見町 2,000
2/2 東京立川ライオンズクラブ 100,000
3 第5地区民生・児童委員協議会 1,063
3 石川　皓一 富士見町 5,000

日付 氏名・名称 住所 金額
8 素晴らしいアーティストと音楽
を楽しむ会実行委員会

代表　佐藤孝義

69,360

8 武田　直行 富士見町 2,500
10 紫陽花の会 5,000
10 青山　優 幸町 10,000
17 昭和第一学園高等学校生徒会 100,000
19 小林　正暁 柏町 3,000
19 日立超エル・エス・アイ・システ
ムズ労働組合

国分寺市 8,000

19 ㈱福島屋立川店 13,439
23 第3地区民生・児童委員協議会 2,521
24 三鴨信昭・寿美 栄町 15,000
24 第6地区民生・児童委員協議会 1,081
26 第1地区民生・児童委員協議会 161
3/2 磯野　俊雄 柴崎町 8,450
8 コミュニティサークル桜花会　
中井朗子

40,171

10 青山　優 幸町 10,000

日付 氏名・名称 住所 金額
18 上水自治会　会長　堀田義博 1,200
18 匿名 24,550
23 武田　直行 富士見町 3,908
23 ホームヘルプサービス 3,267
24 立川二小　平成三年卒業母の
会

3,040

24 第6地区民生・児童委員協議会 734
25 匿名 3,000,000
25 第5地区民生・児童委員協議会 822
25 第4地区民生・児童委員協議会 170
26 第1地区民生・児童委員協議会 170
30 匿名 4,634
31 小林　正暁 柏町 3,000
31 第5地区民生・児童委員協議会 1,568
31トヨタ西東京カローラ㈱
富士見町支店

2,666

ご協力いただき、ありがとうございます。
（平成 22年 1月 8日～平成 22年 3月 31 日）　総合計額 6,774,415 円

平成 21 年度 歳末たすけあい募金 自治会別集計一覧

地区 自治会名 募金額
富士見 富士見町二丁目自治会 107,197

レガリア会 10,000
羽衣 羽衣町住宅管理組合自治会 26,310

コープ西国立自治会 2,866
曙 曙二南町会 31,000

曙町三丁目西和会 51,300
栄 都営栄町5丁目アパート自治会 5,000
若葉 若葉町団地自治会(追加) 5,850
幸 八番組自治会 18,900

地区 自治会名 募金額
立川幸町団地自治会(追加) 900

西砂 中里自治会 103,300
自治会合計 362,623

●一般募金
個人および団体名 募金額

都営栄町5丁目アパート自治会有志6名 2,700
匿名 991
総合計 3,691

地域あんしんセンターたちかわ
運営委員の交替がありました

新任 ： 大友 正樹
退任 ： 岩澤 　純 ※ 長い間ありがとうございました
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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：5月19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。
■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」　6月14日（月）～
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、80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。
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14日（月）～7月8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8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9日（金）
18:00～20:00と10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。

掲載記事に関するお問合せは・・・
社会福祉法人 立川市社会福祉協議会 市民活動センターたちかわ
〒190-0013　立川市富士見町2-36-47
☎042-529-8323／Fax:042-529-8714　
* aiaivc@whi.m-net.ne.jp
U R L：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

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

■アフタフ・バーバンとつくる表現あそびワークショップ 「みどりの音のゆうえんち」
「忍者ごっこ」でおなじみの「アフタフ・バーバン」と一緒に、心と身体を動かす楽し
いワークショップです。言葉や動きからヒントをえて、自分で、あるいはみんなで想像力を
働かせていろんなものを表現します。言葉だけじゃないコミュニケーションを、遊びのなか
で体験してください（参加費無料）。
 日　時：5月8日（土）　10：00～12：00
 場　所：女性総合センター・アイム（立川市曙町2-36-2）
 対　象：幼児～小学生と大人
 定　員：30名
 申込み：NPO法人立川子ども劇場
  ☎&Fax：042-526-0731（火・金の10：00～15：00）

■「円氣功」氣功教室とソルトルーム　～新たなる自分を発見してみませんか～
気功を通して心身の氣を調整し、ソルトルームでゆったりしながら8万4千個の毛穴か

ら細胞の汚れや古い氣を出し、心身ともにリフレッシュ。
 日　時：5月14日（金）、15日（土）、16日（日）
  6月11日（金）、12日（土）、13日（日）
  いずれも13：30～17：00
 場　所：NPO法人円十字協力内（立川市錦町1-15-19）
 参加費：3,000円（お茶付）
   参加費の一部は円十字協力ボランティア支援事業の一環であるアジア

の学生のための支援金とさせていただきます。
 申込み：NPO法人円十字協力
  ☎ 042-528-0036　
  * info@enjuji.org（千葉さん・野原さん）

■心身障害児ボランティア養成講座
ボランティア活動に興味を持つ方たちに、障害のある子どもとのふれあいを通して、
必要な知識や技術の一端を知っていただくことを目指して「心身障害児ボランティア養
成講座」を開講します。
 日　時： ①6月12日（土）、②7月10日（土）、③8月2日（月）～4日（水）
  ④9月26日（日）、⑤10月16日（土）　　計7日間
  ①～④10：00～14：30／⑤10：00～12：30
  ※すべての回に参加できない場合もお申込みいただけます。
 場　所：都立村山特別支援学校（武蔵村山市学園4-8）
  東京小児療育病院（武蔵村山市学園4-10-1）
 内　容：ボランティアに必要な基礎知識
  詳細は下記ホームページでご確認ください。
  U R L：http://www.murayama-sh.metro.tokyo.jp
 費　用：500円（保険代）
 申込み：東京小児療育病院　
  ☎ 042-561-2521（八巻さん、高野さん）
  ※締切り　5月8日（土）

■昭和記念公園ハイキング　同行ボランティア大募集
昭和記念公園までの、車イス利用者の補助をお願いいたします。お弁当とお茶は用
意します。スタッフとグループで行動いたしますので、初めての方でも大丈夫です。
 日　時：5月15日（土）　10：00～15：30（雨天中止）
 定　員：15名
 申込み：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）
  * fujitani@fellow-homes.or.jp

■幸学習館創立20周年記念　夏のライブ
　　　　　　　　　　朴保バンド～平和への希望と苦難をメッセージする～
在日二世として生まれ、幾多の矛盾と困難を生き、アメリカで9年間のバンド活動、

さらにピースボートに乗船して、アジア各国でのライブを続け、人と人、国と国、歴史を
超えた「橋」をかけるために作曲し歌い続ける（入場無料）。
 日　時：6月13日（日）　14：30開場／15：00開演
 場　所：幸学習館（立川市幸町2-1-3）
 定　員：130名（申込順）
 申込み：5月11日（火）より幸学習館　※第2・第4火曜日は休館
  ☎ 042-534-3076

■第78回立川親と子のよい映画をみる会　児童劇映画『オバケちゃん』
入園・入学後の子どもたちと親御さん、祖父母の方が一緒に見てほしい作品です。
森の木を切り倒さないように頑張る主人公の「オバケちゃん」の活躍が愉快にメルヘン
タッチで描かれています。環境週間の6月にふさわしい映画です。
 日　時：6月20日（日）
  ①10：00～　②12：15～　③14：15～
 場　所：女性総合センター・アイム
 定　員：196名
 費　用：3歳以上大人・子ども同額　前売券800円／当日券1,000円
 問合せ：立川親と子のよい映画をみる会
  ☎&Fax：042-535-1456（鈴木さん）

■HOTサロン　オープン!!
高松町なじみの銭湯・梅の湯で、ホットなひと時を過ごしませんか ?地域の方が気軽

に立ち寄り、集える場。高齢者対象の筋力アップ体操や、囲碁や将棋の腕試し大会、
落語や麻雀大会など。出会いと笑顔の楽しい催しを企画中です。気軽なご参加をお待
ちしています。
　 日　時：毎月26日（ふろの日）　13：00～15：00

  ※第1回目は5月26日（水）　13：00～15：00
 場　所：立川湯屋敷　梅の湯（立川市高松町3-13-2）
 参加費：無料（但し、サロン終了後の入浴料金は別途）
 その他：駐車場に限りがありますので、徒歩でお越しください。
 問合せ：中部たかまつ地域包括支援センター　☎ 042-540-2031

イベント・講習・講座

NPO法人設立ガイダンス

夏！体験ボランティア２０１０参加者募集！

連
絡
先
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■ヨガサークル・パドマ会員募集
お子様連れで参加できるヨガサークルです。子育て真っ最中のお母さんたちが集まっ

て、ヨガを楽しんでいます。産前・産後、子育て中の女性の身体に優しいヨガです。お
母さん同士、子ども同士の交流の場にもなっていますので、ぜひ体験にいらしてくださ
い。初心者の方、妊婦さんも大歓迎です。
 日　時：毎週水曜日　10：00～12：00
 場　所：滝ノ上会館（立川市富士見町4-16-10）
 参加費：体験600円／月会費2200円
 その他： 同室見守り保育、体験時にはヨガマット等

の貸出がありますので、持ち物は特にありま
せん。

 問合せ：ヨガサークル・パドマ　☎&Fax：042-521-2802（王子さん）
  URL：http://www010.upp.so-net.ne.jp/oujikikaku/sub6.htm

■西砂小学校放課後子ども教室「にしっこ」　安全管理員募集
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。子どもたちの安全・安心を守るため今年度の安全
管理員の募集登録を行います。ご協力をお願いいたします。
 日　時：毎週水曜日　13：00～16：00
 場　所：西砂小学校内（立川市西砂町2-34-2）
 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。

  その他、子どもの出欠確認や怪我の応急処置等も行います。
 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」
  ☎ 042-531-7718（田形さん）
 
■語学ボランティア募集
たちかわ多文化共生センターでは、立川市からの委託により外国人のための相談、
通訳・翻訳のお手伝い、多文化共生交流事業等を行っています。多数の語学ボラン
ティアの方にお手伝いいただいていますが、フランス語、ポルトガル語、タガログ語等
の語学ボランティアが不足しています。
上記の言語に関わらず一緒に活動していただける方は、ぜひ事務局までご連絡くださ

い。随時募集しています。
 日　時：詳細はお問合せください
 内　容：外国人のための相談、通訳・翻訳の手伝い等
 問合せ：NPO法人たちかわ多文化共生センター事務局
  ☎&Fax：042-527-0310
  * tmc@poppy.ocn.ne.jp

■ちぎり絵同好会　会員募集
和紙をちぎって風景や草花などを制作します。指先を使うことは脳の働きを良くします

し、健康面でもプラスになります。初心者大歓迎です。
 日　時：月1回　第2火曜日　13：30～15：30
 費　用：1,500円／月（入会金なし）※材料費別途1,000～1,500円程度
 問合せ：みんなの展示場中村洋久絵画館
  ☎&Fax：042-524-4702
  * h-naka77@zat.att.ne.jp （中村さん）

■キューティー・コア会員募集
ストレッチ・筋トレ・有酸素運動を組み合わせた全身運動です。現在、会員を募集

しています。
○メタボが気になる方はマットエクササイズ
・砂川学習館（立川市砂川町1-52-7）

 日　時：毎週金曜日　10：00～
○腰やヒザの痛い方はチェアーエクササイズ
・こんぴら橋会館（立川市砂川町3-26-1）

 日　時：毎週月曜日　10：00～
・西砂学習館（立川市西砂町6-12-10）

 日　時：毎週水曜日　13：30～
・西砂会館（立川市西砂町5-11-13）

 日　時：毎週金曜日　13：30～
 費　用：入会金500円／月会費2,000円
 申込み：キューティー・コア　☎ 042-519-3273（竹原さん）

■中高年・主婦のためのパソコン教室受講者募集
入門や初級から、パソコンが使えるようになるまで、「ゆっくり・楽しく」学ぶパソコ

ン教室です。中高年の方々でもゆっくり時間をかけて学ぶのできっと使いこなせるよう
になります。中高年でベテランの先生方が親切、丁寧に教えますので安心しておいで
ください。
※「Windows VISTA」及び「Windows 7」についてはご相談ください。

 日　時： ①5月12日（水）から毎週水曜日　15：00～17：00
  ②5月13日（木）から毎週木曜日　9：45～11：45
 場　所： ①立川市総合福祉センター（立川市富士見町2-36-47）
  ②都立多摩社会教育会館（立川市錦町6-3-1）
 費　用：入会金2,000円／1時間800円（2時間単位）　月平均4回
 対　象：女性50歳以上、男性60歳以上のパソコン初心者
 申込み：シニア倶楽部　☎ 090-8596-4110（浜田さん）

■いのちの電話相談員募集
いのちの電話は、ひとり悩む人々の話に耳を傾け、そして自殺予防を目的とする電話
相談機関です。1971年の開設以来昼夜を問わず電話相談を受けています。この「眠
らぬダイヤル」を24時間休むことなく第一線で支えているのが、ボランティア相談員で
す。あなたもその一人になってみませんか。
 応募資格： ①  いのちの電話の趣旨に賛同し、その活動に積極的に参加できる

方。夜中、日曜、祝日の電話担当もできる方を優先します。
   ②23歳～61歳（平成22年9月1日現在）の方。
 募集日程： 申込受付　6月21日（月）～7月20日（火）　※消印有効　　　 

面接　8月の予定　※書類審査の他に面接及び適正検査を行い、
8月下旬に受講者を決定。

 提出書類： ① 申込書、②自己形成史（4 ,000字）※人格形成に影響を及ぼし
た人及び出来事などについての自分史を書く、③ 志望動機（800
字）、④ 返信用封筒（切手不要）、⑤ 申込手続き費用（通信費含む）
2 ,500円

 募集人数：40名
 費　　用：20,000円　※第4課程の合宿費用は別途 
 研修会場：いのちの電話関連施設
 研修日程：詳細は下記ホームページをご覧ください。
   U R L：http://www.inochinodenwa.or.jp
 問 合 せ：社会福祉法人　東京いのちの電話　☎ 03-3263-5794
   ※最寄りの電話相談センター
   東京多摩いのちの電話事務局　☎ 042-328-4441

ひと・モノ・募集

■カウンセリング無料講演会　「幸せな人間関係を築くヒント」
新しい時代の人間関係のあり方や、よりよいコミュニケーション方法について、心理

カウンセリングの視点からやさしく解説します。講演会終了後、「家庭内の問題」無料
相談会も行います（要予約）。
 日　時：6月25日（金）　10：00～12：00
 場　所：立川市市民会館（立川市錦町3-3-20）
 定　員：70名（要予約）
 講　師：坂田雅彦さん（行政書士・心理カウンセラー）
 申込み：NPO法人ライブリー　☎ 042-548-4456（内田さん）

■みんなの展示場　中村洋久絵画館展示のお知らせ
○5月展示　木谷敏明の水彩画「昭和記念公園展」
昭和記念公園の四季の移り変わりを長年にわたって描き続けた水彩画スケッチ作品約
60点展示。
○5月展示　第1回記念切手展（相撲編）
観覧者から寄贈された、江戸時代後半の相撲の浮世絵を題材にしたシリーズもの約15
点を展示。

 日　時：5月1日（土）～30日（日）　土日祝日開催　10：00～16：00
  ※5月の連休も開催しています
 場　所：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 
   * h-naka77@zat.att.ne.jp （中村さん）
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  ☎&Fax：042-527-0310 　* tmc poppy.ocn.ne.jp

■キッズフォトワークショップ　「大好きな街　立川」2010
君たちが住んでいるこのまち、好きですか ?友だちとチームを
組んで、立川のまちの「すきなもの」「お気に入り」を撮影して
みませんか。さあ、みんなの住んでいるまちを探検 !歩いて、探し
て、見て、写真に撮ってみんなに紹介してみよう !
 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、元桐朋学園初等部校長）
 参加費：1,000円（行事保険・おやつ代）

 申込み：立川市子ども育成課　 Fax：042-528-4356
 締切り：7月4日（日）
 問合せ：夢たち応援団　☎ 090-1544-8022（滝島さん）

日時 場所 内容

7月23日（金）
10：00～15：30

女性総合センター・アイム 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18日（水） 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23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26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18日（土）
10：00～12：00

立川市役所 写真を見る会&お楽しみ会
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本紙の内容の一部あるいは全部を無断で複写・複製・転載することは禁じられています。

■編集後記

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。

印刷：河辺印刷株式会社

■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

行政手続相談 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   

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

◆新しい春。自分への時間も終わり、私も仕事再開です。（晶）

◆年度初まりの総会、「できる人がで
きること」をモットーに一歩一歩前
進。12年間の積み重ねは仲間みん
なの貴重な財産。そこにいる幸せを
感じた時でした。（英）

5月6日から事業の窓口が変更になります

※同一内容のご相談は年１回とさせていただきます。

市役所新庁舎業務開始に伴い、総合福祉センター 1階
の障害福祉課が新庁舎に移転。社協の事務所も総合福
祉センター内で変更になります。一般受付、総合相談
および貸付等相談担当部署、地域あんしんセンターた
ちかわ担当部署が総合福祉センター 1階玄関横の事務
所へ、ホームヘルプサービス事業担当部署が 2階市民
活動センターたちかわ横に移動しますので、受付窓口
にご注意ください。

◆問合せ　総務係　☎ 042-529-8300

次回の発行は、7月1日です。


