
●キャッチコピーは
　『じぶんの町を良くするしくみ。』
昨年度は、4,738,980円（うち自治会からの協力募

金4,631,418円、窓口による一般募金107,562円）
の募金をいただきました。この募金は、共同募金会の配
分委員会・理事会・委員総会にて公正な審査を経て、
立川市内の地域福祉サービスをおこなう、民間の社会福
祉施設・団体へ配分されました。

共同募金運動はみなさまの「たすけあい精神」に支えら
れ、64回を迎えます。今年も共同募金運動にご協力くだ
さいますよう、お願いいたします。

● 今年度集められた募金は、共同募金会を通し
て、次の事業に重点配分される予定です。

・ 社会福祉法に基づいた地域福祉推進を目的とする事業
・ 社会的な要請が特に強い、地域社会における子育て・家庭支援活動事業
・ NPO等、市民活動団体が行う開拓的な
地域福祉活動
○社会福祉協議会では、
・ 市民活動センターたちかわ機材貸し出し
事業
・専門相談事業
・立川市心身障害者スポーツ大会
・地域懇談会、防災事業
など

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
日 時●平成22年11月23日（火・祝）
 １４：００～１６：３０
会 場●アミューたちかわ（立川市市民会館）大ホール
■第１部 式典  １４：００
○社会福祉協力者への顕彰など

■第２部 講演と吹奏楽の演奏  １５：００
○講演「認知症の方を地域で支える～私たちにできること～」

 講師 長谷川和夫さん（ 社会福祉法人浴風会 認知症介護研究・研修東京センター名誉センター長／聖マリアン
ナ医科大学名誉教授）

はせがわ・かずお● 1973年聖マリアンナ医科大学教授、同大学学長、理事長などを経て、現在に至る。長谷川式認知症スケー
ル （HDS-R） の開発者として知られている。最近では、「痴呆」から「認知症」への名称変更に参加。

【著　書】『認知症の知りたいことガイドブック』（中央法規出版）、『名医に学ぶ 認知症診療のこれまでとこれから』（永井書店）など。
【受賞歴】神奈川文化賞（医学）1997.11.3、叙勲　瑞宝中綬章2005.11.3

○吹奏楽の演奏  立川市立立川第二中学校吹奏楽部
たちかわしりつたちかわだいにちゅうがっこう・すいそうがくぶ● 東京都中学校吹奏楽コンクールにて平成18年度より5年連続金賞を受賞している。

創立50年を迎えることができるのは、市民のみなさまの支えがあったからこそ。改めて感謝申し上げます。そうした感謝の気持ちを、この記念
事業を通じて市民のみなさまにお伝えできればと準備を進めてまいりました。
第１部の式典では、立川の福祉にご尽力いただいた方々に対する顕彰などを実施します。また、第２部では、認知症の権威である長谷川和夫

さんの講演と、その実力はトップクラスと言われている立川二中の吹奏楽部のご協力のもと、元気なブラスバンドの演奏をしていただきます。
もちろん入場は無料です。どなたでも参加できますので、ぜひみなさまご来場ください。役職員一同、お待ちしています。

■問合せ 立川市社会福祉協議会 総務係 ☎042-529-8300 

立川市社協
創立50周年
記念事業

１０月１日より、赤い羽根共同募金運動が始まります

●問い合わせ先　立川市社会福祉協議会  総務係 ☎ 042-529-8300
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ここでは社協の活動をより具体的にお伝えしていきます。
より HOT で、しかもほっとする、現在進行形の耳より情報をいち早くお届けします !

今回は企業の社会貢献について、ハレケの取り組みを紹介します。
オーナーの浅沼さんは、相手をいつの間にか話に引き込んでしまうコミュニケーショ

ンの達人。スタッフの工藤さんは、立川在住・在勤の立川っ子。実はあいあい通信
とも関係があることが取材で判明。そんなお二人から企業の社会貢献活動につい
て伺いました。
■ハレケについて
ハレケは1992年にオープンし、現在、北口と南口の2店舗があります。徹底し

た顧客主義から生まれるユニークな仕掛けが常に地域で話題になっています。   
ホームページ http://www.hareke.com

■社会貢献活動のきっかけは・・・
浅沼  以前、月1回高齢者施設でのボランティアを
していましたが、1年ちょっとしか続けられませんでし
た。後日、施設から「利用者が心待ちにしています」
という手紙をもらい、感動するとともに申し訳ないと
いう気持ちが湧き上がりました。そんなこともあり、中
途半端なことはもうやめようと思っていました。
しかし、3年前にハレケがこれから何を目指していくかスタッフと話し合った際、「ボ
ランティアをしてみたい」というスタッフが多くいたんです。そのことに驚くとともに若
いスタッフの社会貢献の意識の高さに感心しました。
活動を始める際に行なったアンケートでは「自分にできるか不安」という声もありま

したが「美容師というスキルを活かしたい」「スタッフの負担が少なく、長く続けられ
る活動が良い」という声も多くありました。これまでにも、中学生の職業体験の受け
入れをしていたこともあり、「子どもに関わるボランティア」ということで市民活動セン
ターたちかわに相談し、児童福祉施設と縁結びをしていただきました。
■センターを知った経緯は・・・
浅沼  以前からあいあい通信は気になって見ていましたが、実際どこへ相談したら良
いのかわからず、市役所へ相談に行ったところ市民活動センターを紹介してもらいま
した。市民活動センターたちかわが企業の社会貢献活動に関する相談にのってくれ
る所だということをこの時初めて知りました。
■社会貢献活動を通して感じたことは・・・
浅沼  知るということはとても大事だと感じています。自分自身、児童福祉施設がど
のようなことをしている施設か知りませんでした。また、お客さんの中にも知らない人
は多くいます。今、虐待等の報道がテレビや新聞で取り上げられています。そういっ
た子どもたちのサポートをしている施設があることを知り、少しでもお役に立てている
ことの嬉しさを感じています。
工藤  子どもたちの笑顔は本当に素晴らしいと感じました。また、この活動をお客さん
に伝えたり、ホームページで紹介したり、お店の中に写真や子どもたちからの寄せ書
きを掲示しています。お客さんの反応から、私たちが活動で得たこと以上に、今まで
知らなかった施設や子どもたちのことを知ってもらえたことの方が大きいと感じていま
す。中には、この活動を始めた頃から設置している募金箱 (PERCE基金 )に毎回
募金をしてくださるお客さんもいます。
私たちは、一市民として、もっともっと子どもたちや施設のことを知らなくてはいけな

いと思います。また、自分が知ったことを他の人に知ってもらうことも大きな役割だと
感じています。毎回、いろいろな子どもたちと出会い、成長を見ていく中でそんな風
に感じ今は子どもたちからたくさんのエネルギーをもらっています。
浅沼  昨年、少し早めにお店に行くと高校生くらいの女の子がお店の前に立ち店内
をのぞき込んでいました。「お客さんかな・・・!?」と思いつつも店の中に入りスタッ

フと「おはよう !今日も楽しくやろうぜ !」と盛り上がっていました。その高校生くらいの
女の子は児童福祉施設の子で、少し後に来店しました。「さっきお店の前にいたよ
ね ?」と聞くと、「今日初めてで来るのが不安だから下見に来た」とのこと。こんなしっ
かりした感じの子でも、多くの不安を抱えているんだと感じました。この時初めて、子ど
もは“本気で来ているんだ”ということに気付かされました。その子に「どうして来てく
れる気になったの ?」と聞くと、「おじさん (浅沼さん )の「今日も楽しくやろうぜ ! !」で
安心した」と言われ、相手の本気度を見ているんだなぁと感じました。子どもたちもお
客さんもそうですが、私たちが本気でぶつかっていかないと信頼関係は築けません。
私もスタッフもそう感じています。信頼関係ができたことで、今では、高校生たちは平
気でトイレを借りに来ます。それだけ安心できる場所になったということかなと嬉しく
思っていますが・・・。(笑 )
工藤  子どもたちが安心して来られるようにスタッフで工夫しています。最初は人見知
りだった子も今は元気に店内を走りまわっていますし、長くいる子は最初から最後ま
でいて、最後は施設の職員に渋々連れ帰られる子もいます。(笑 )
浅沼  機械的に髪の毛を切るのではなく、コミュニケーションの場になっていることが
私たちにとっても本当に嬉しいことです。中にはハレケでカットしてもらう事を楽しみに
していてずっと髪を切らない子もいるみたいです。
■ボランティアの原動力は・・・
工藤  子どもたちの成長が見守れるということだけではな
く、活動の説明をしたお客さんから「すごいお店だね」と言
われることも嬉しいことです。今は私にとってボランティア
をしているというより逆に子どもたちからパワーをもらっているという感じです。
浅沼  子どもたちからすごく承認を得ていると感じます。どんな企業でもそういったお客
さんからの承認をもらうことは嬉しいですよね。子どもたちの一言ってリアリティがあっ
て本当にやりがいを感じますし、もっと役に立ちたいという気持ちにもなります。毎年、
参加する子どもが増えることはその積み重ねだと感じています。また、この活動などを
ホームページに載せたことで、スタッフが卒業した学校に呼ばれて高校生向けに話を
するなど、様々な広がりが増えたというメリットもありました。関わった子どもたちから美
容師が生まれてくれると良いなとも思います。
■これから社会貢献活動に取り組みたいと考えている企業へ
浅沼  少し話しは逸れるかもしれませんが、昨年の活動予定日に新型インフルエン
ザが大流行していました。施設内でも感染者が何人かいたようで、施設職員からは
「中止にしましょう」という提案も出されました。活動をやるかやらないかの議論の中
で、「お客さんにうつしてはいけないのでマスクをして活動をしたらどうか」という声が
挙がった時、「失礼だから、それは絶対にできない」という声が別のスタッフから挙が
りました。子どもたちやお客さんへの配慮については様々な議論がされましたが、活
動をすることだけはスタッフの中でもまったく揺るがなかったんです。それはこの活動
の意義をスタッフ全員が肌で感じてきたからだと思うんです。そういう姿を見て、ボラ
ンティアも仕事もスタッフ全員が一生懸命に考えていることが見えて、この活動から
得たものの大きさを実感しました。
会社の理念はいろいろあると思いますが、企業って役に立ててなんぼというところ

があると思います。役に立てることを1つでも見つけるだけでこのように社風も変わる
のではないでしょうか。今ではハレケスタッフでボランティアをやっていると思っている
スタッフは一人もいません。最初はボランティアをしているという意識が強かったので
すが今はハレケの年間行事の楽しみの一つの晴れの日となっています。

企業の社会貢献活動にスポットをあててみました　～地域と共に生きる企業市民Hair Work HAREKE～

※問合せは、市民活動センターたちかわ（☎042-529-8323）へ。

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 地域福祉コーディネーターは住民のみなさんと一緒に「孤立のないまち」を 
目指して地域福祉活動をすすめます。市内2地区に専任職員を置いています。

栄町・若葉町
■コーディネーターにいただいた「心配ごと」から～子どもと子育てのこと～
子ども達の成長を心配する方々から「お母さん達が息抜きをする場所がなくて(真面目な方は特に )悩んでいるようだ」「素行の悪い子がいるがどう声をかけてあげたら良いのか?」

「危ないことをしている子を叱ったらその親に逆に怒鳴られた」等々の話が寄せられます (印象深いことは一度の記憶に強く残りますので実際にどのくらいそういう方がいるかは分
かりませんが )。以前より、困難な時期にぶつかっているご家庭には関係機関と一緒にお手伝いさせていただいていますがそ
れだけではこの様な「地域の心配ごと」は解決しません。
 そこで「安心して子育てできるまち」にするためにいくつかの企画にも取り組み始めています。
○NPO法人のプロジェクトに参画して「寺子屋」のような夜のサービスができないかを検討中。親御さんの諸事情で食生
活が大変な時期があると思いますが、そんな時でもサポートしてくれる夕飯サービスも準備されています。
○乳児とお母さん向けの「ママビクス&ベビーマッサージ」を学習館や地域の有志の方 と々一緒に企画運営。
○子育ての地域力を醸成するためのシンポジウム
・・・どの企画でも活動に関心のある方はご連絡下さい。説明だけでもさせていただきますので。   

 学校には「そちらの学校の生徒が○○なことをした。しっかり指導すべきだ」という苦情が入ると言います。ですが子育ては学
校だけ、親だけ、行政だけで解決できるとは到底思えません。いわゆる「関係者」だけでなく、子育てに心寄せる人が活動に
参加できる場所、「心配ごとを集めて、一手打ち続ける」場所が地域に複数必要だと考えています。

上砂町・一番町・西砂町
■地域防災訓練に障害のある方と参加して 
9/4 (土 )西砂小学校にて自治会連合会西砂支部が中心になって開催した防災訓練に、この地域に暮らす障害のある方達と一緒に参加しま

した。今回は初めて避難所運営疑似体験も実施されました。「うまくいくことが目的ではない。障害のある方も一緒に何が足りないか体感しなが
ら進めましょう」という自治会長さんの声に後押しされての参加でした。
住んでいる地区に近い自治会の輪に入れていただきながら、消火訓練や通報訓練を体験したり、校舎内の「要援護者世帯優先居室」を利

用してみたりしました。
実際の災害時にも避難場所となる小学校は、障害のある方でも利用できるよう配慮されています。それでも障害のある方だけでは移動できな

い場面が何度もあり、その度に駆け寄り、手を貸してくださる方が必ずいらっしゃったことも心強い体験となりました。
■再び「防災まち歩き」をやってみようということに
ある障害のある方の「引っ越してきたばかりでこの辺りのまちなみがまだ分からない・・」と
いうつぶやきに、「以前やったことのある防災の視点でのまち歩きをまたやろうか。バリアフ
リーチェックも兼ねながらがいいね」と応えてくださる方がいました。
この後、実施に向けて準備を進めます。西砂町・一番町界隈を予定しています。参加に
関心を持ってくださる方は、ぜひご一報ください。障害の有無や年齢は問いません。お子さん
との参加も大歓迎です。

●情報をお寄せください!★みなさまからのご意見・掲載情報をお待ちしています。詳しくは電話またはメールにてご連絡ください●

栄町・若葉町 
地域福祉コーディネーター
連絡先　担当 : 早川

☎042-537-7147  FAX:042-537-7157
*aiaico@whi.m-net.ne.jp
立川市若葉町3-45-2

北部東わかば地域包括支援センター内

上砂町・一番町・西砂町 
地域福祉コーディネーター
連絡先　担当 : 枝村

☎042-534-9501  FAX:042-534-9502
*edatamae@blu.m-net.ne.jp

立川市上砂町5-7-4
北部西かみすな地域包括支援センター内

消火体験。「家にも小型の消火器
があるけど使いこなせるか不安だっ
た」と車イスを利用している方。

目の不自由な方も起震車を体験
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あんたちにゅうすあんたちにゅうす

●地域あんしんセンター運営委員会から
…あんしんセンターの歩む道

隔月（偶数月）で開催している運営委員会は、センターの運営や
事業計画、援助困難ケース等への助言・検討を行っており、いわば
センターの「舵取り役」です。
今年度、運営委員会で取り組んでいる、センターの大きな動きを
紹介すると…。
－成年後見制度が開始されてから、後見が必要な市民は増加して
いる。親族がいなかったり、いても遠方だったりで後見人を引き受
けてもらえる可能性は低い。第三者後見人も不足する中、立川社協
としてどうしていけばい
いだろうか－
運営委員会ではこの課
題に対し、次の答えを出し
ました。社協本来の役割
である“市民参加 "を基
本として、法人後見人のサ
ポーターを養成してはど
うだろうか…。
現在、養成講習を来年
度から実施するために、事務局を含めて知恵を出し合い検討してい
ます。

●第三者後見人等連絡会から
…成年後見制度の推進と普及のために

成年後見制度は、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護る「成年後
見人等」（＝代理人）を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度で
す。後見人の中でも、親族以外の後見人を「第三者後見人」と呼んで
います。
第三者後見人連絡会は年3回開
催し、情報交換や研修を行ってい
ます。
連絡会の内容は、事前の幹事会

で話し合われるのですが…。
「本人のための不動産処分はどうい
うことか ?」。「介護保険のサービス
提供票（ご本人の後見人として確認
が必要）は、どの点を注意して確認するのか ?」。「施設に入所するとき、
後見人に求められる役割は ?」等、検討することは尽きません。

○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1階
☎ 042‐529‐8319　　FAX 042‐529‐8714
開設時間　月～金曜日　8：30～19：00　　土曜日　8:30～17:00

「地域あんしんセンターたちかわ」とは・・・
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苦情相談の受付、日常生活自立支援事業、成年後見制度利用支援事業と普及・推進、法人後見人の受
任などを実施しています。

こんな事業もしていますこんな事業もしています

Café♪はぁもにぃ
5月6日に開庁した立川市役所新庁舎（立川市泉町）1階の

「Cafe　はぁもにぃ♪」が、開店から4ヶ月がたち、店内もだい
ぶ落ち着いてきた様子なので、今日は一日限定10食といわれ
る「うどピラフ」を目指して新庁舎へ向かった。
実はうどを初めて食べる私。コリコリとした触感がピラフ
には絶妙にマッチ。横についている野菜ピクルスや、野菜スー
プは、聞くところによると立川産野菜を使っており、人気なの
も納得の美味しさ。
昼時には混雑するものの、優しい時間の流れるカフェで、居
心地もよく、いつのぞいても人がゆったりしている場所であ
る。一人ひとり丁寧に対応し笑顔を絶やさないスタッフの方々
がかもしだす空気なのかもしれない。お客もスタッフも、そこ
にいる誰もが自然に障害者を受け入れている自然な姿だからな
のかもしれない。
次は、最近始めたという、一日限定5食のスパゲティをね
らって飛び込んでみたい。

（山本 晶子）

「Cafe　はぁもにぃ♪」の説明
スタッフと障害者3人が協働で運営している。市民の
方々と障害者が触れ合い、コミュニティーを形成できる
場として活用できるので、将来的には障害がある方の一
般就労を目指す場所として機能させたいと考えている。
営業時間は10時～16時（ラストオーダー15時40分）。
定休日は市役所の閉庁日。

店内風景

うどピラフ

あんしんの「これから」が生まれます。

グループに別れて活発な議論がされます。
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9月の上旬の残暑が厳しい日の午
前中取材に伺った。お部屋に入ると
石田さんのおおらかな笑顔と数人の手
芸のお仲間に迎えてもらえ、にぎやか
なひと時を過ごすことができました。
沢山の手芸作品が飾られており、そ

の中で月末に予定されているイベント
『石田倉庫のアートな2日間』の準備
に忙しい様子を見ることができた。
●石田さんの多彩なあゆみ
古希をすでに過ぎておられますが、

若いころから現在に至るあゆみには感
服させられるほど多岐にわたっていまし
た。地域とのつながりでは　PTA、子
ども会、交通安全協会、婦人団体連
絡協議会、明るい選挙推進協議会、
新生活推進協議会等など。
ご自身の創作活動としては着装教
室、手芸教室（キルト、パッチワーク、
装身具）など広範囲に活動され、特に
着装教室は今年で36年目を迎えるそ

うだ。ちなみに『山野流　師範講師』
の資格を持っておられる。石田さんが
着付けの師匠として、教えをうけた山
野愛子さんの言葉で、「人間いつでも
八合目」という言葉と、山野愛子さん
のご子息で正義さんが話された「成せ
ばなる」という2つの言葉が、いつも
頭の中にあるという。また、後継者の
育成にも配慮されお孫さんが資格を習
得されており、将来展望も盤石と思え
た。
これからのお楽しみをお尋ねすると、
沢山の仲間の皆さんと現在の活動を
継続する中で、大好きな海外旅行に
出かけることだとおっしゃっていた。海
外旅行では、必ず着物やゆかた、貝殻
を使った手芸品の材料キットを持って
行かれ、現地の方 と々交流され、活動
的に旅を楽しんでいらっしゃるようだ。
●菊江さんと石田倉庫って?
創作の教室は敷地内のビルの一室

にあり、当然オーナーのお一人であっ
て、他の建物にはあらゆるジャンルの
アーティストが創作の拠点を構えてお
り金属造形、ガラス工芸、陶芸、家
具工房、絵画、絵本など多彩にわたっ
ており、多方面に活躍されているとい
う。
また、アーティストの間で立川の石
田倉庫は全国区レベルで認知されて
いるという。

●どうしてアーティストが石田倉
庫に集結?
かつて美術学校生むけの貸室業

（下宿）を営んでおられ、その学生さ
んたちが世に出て創作活動をするにあ
たって石田倉庫にその場を求めて舞
い戻って来たそうだ。
文字通り人が人を呼んで、アーティ

スト集団のメッカが形成されたようで
ある。このことについて石田菊江さん
は、子どもたちが親元に帰って来たよう
な嬉しさと同時に、更に活動の場を広
げ成功して欲しいと念願しておられた。

取材の終りに当たって、貝殻を使っ
た手芸品の制作をすすめられ、飾りひ
もを両面テープと木工ボンドで、貝殻
に張り付けて15分程度で出来上がり
ました。帰りも石田菊江さんの笑顔に
送られて失礼しました。

（岡野尚一）
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元気 人
いつでもどこでも
アートな気持ち

石田 菊江さん ● 富士見町

共に活動されている方々と

石田菊江さ
んとお仲間が
作成された手
工芸品を2名
の方にプレゼ
ントいたします !応募方法は、ハガ
キかメールに住所・氏名・年齢・
電話番号をご記入の上、立川社協
事務局『手工芸品 プレゼント』係
までご応募ください。応募者多数
の場合は抽選とさせていただきます
（発表は賞品の発送をもってかえさ
せていただきます）。締め切りは10
月15日（当日消印有効）。
●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

プレゼントプレゼント

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職業訓練申込が
確認できた方もしくは受講が決定した方は、奨励
金が出るまでの間のみ上限25万円を貸し付け
・ 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・高校等の受験
料を無利子で貸し付けます。
・ 学習塾等受講料=中学3年生、高校3年生とも
に20万円まで（家庭教師は除く）
・ 高校受験料=中学3年生、5万4百円（私立2
万3千円×2校、都立2千2百円×2校まで）
・ 大学等受験料=高校3年生とそれに準ずるもの
（20歳未満）、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

■問い合わせ先　　総務係　　☎042-529-8300

生活安定化総合対策事業をご利用ください

作品の数々

立川市社協のホームページをリニューアル。
以前のホームページより見やすくなったと思いま
す。ご活用いただければ幸いです。
また、これを機に市民活動センターたちかわの
ホームページも統合しました。
  http://www.tachikawa-shakyo.jp
※感想やご意見などもぜひお寄せください。

■問い合わせ先　総務係　☎042-529-8300
*  aiaics@whi.m-net.ne.jp

社協のHPを
リニューアル
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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 6 月 1 日～平成 22 年 8 月 31 日現在）

平成22年度 立川市社会福祉協議会団体会員一覧

団体・企業名
立川市肢体不自由児・者父母の会 たつのこ 市民活動資料・情報センターをつくる会 市民活動サポートセンター アンティ多摩 株式会社　立川印刷所
立川麦の会 在宅介護福祉センター　ハイジ 社会福祉法人 恵比寿会 フェローホームズ 株式会社　地域保健企画ふくじゅ草
立川市手をつなぐ親の会 スマイルくらぶ 河辺印刷株式会社 株式会社　さかえビル 株式会社　立川紙業
東京税理士会立川支部 多摩信用金庫 武州交通興業株式会社 時事通信社立川支局
有限会社　保寿産業 NPO法人　食工房ぱる NPO法人　立川子ども劇場 社会福祉法人 至誠学舎立川 至誠学園
社会福祉法人 至誠学舎立川 至誠保育園 社会福祉法人 至誠学舎立川 小百合保育園 立川市赤十字奉仕団 有限会社　旭総合保険センター
立川市商店街振興組合連合会 有限会社四季会席　葵 NPO法人　たちかわ多文化共生センター 立川市婦人団体連絡協議会
立川市手をつなぐ親の会 MG会 NPO法人　やどかり 株式会社　けやき出版
いろりん 立川市明るい社会をつくる会 株式会社　アイサービス シバサキ保険事務所

言葉にかえて（寄付者名簿）
平成22年6月1日～8月31日　総額 234,901円（敬称略）

日付 氏名・名称 住所 金額
6/1 第1地区民生・児童委員協議会 274
3 匿名 1,000
7 第5地区民生・児童委員協議会 921
8 立川山草会　会長　和地正夫 5,930
8 首都圏建設産業ユニオン
多摩東支部　立川分会

2,860

9 青山　優 幸町 10,000
14 立川市ダンス連盟 50,000
15 ホームヘルプサービス職員一同 577
16 紫陽花の会 5,000
17 第4地区民生・児童委員協議会 1,073
22 小林　正暁 柏町 3,000
23 第6地区民生・児童委員協議会 869

日付 氏名・名称 住所 金額
24 トータルエネルギー㈱ 16,244
28 磯野　俊雄 柴崎町 8,068
28 第1地区民生・児童委員協議会 373
7/1 石井　セツ子 富士見町 3,000
6 青山　優 10,000
6 立川市幸学習館　
かわせみ祭作品展示

14,450

7 中村　健次 兵庫県 23,417
13 匿名 6,000
16 中村　健次 兵庫県 15,310
20 武田　直行 富士見町 5,837
23 匿名 5,000
23 第1地区民生・児童委員協議会 1,095

日付 氏名・名称 住所 金額
28 寺本　実 14,400
29 第地6区民生・児童委員協議会 700
29 第4地区民生・児童委員協議会 2,928
31 斎藤　博 125
8/19 第5地区民生・児童委員協議会 1,895
24 第3地区民生・児童委員協議会 2,080
25 第6地区民生・児童委員協議会 711
26 第5地区民生・児童委員協議会 1,110
26 第4地区民生・児童委員協議会 1,918
26 青山　優 幸町 10,000
27 第1地区民生・児童委員協議会 686
31 磯野　俊雄 柴崎町 8,050

平成22年度 立川市社会福祉協議会会員・会費 自治会別一覧 （平成 22 年 9 月 10 日現在）

合計内訳 : 準会員 372 名　正会員 8,014 名　賛助会員 387 名　特別会員 45 名　団体会員 1 団体　合計金額 :4,773,800 円

ご協力いただき、ありがとうございます。
自治会名 準 正 賛 特 団 合計数 会費額

富一東協和会 128 9 137 73,000
東親会 1 83 5 89 46,600
富士見町二丁目自治会 184 12 196 104,000
上富士町会 5 78 5 88 45,500
東親和会 7 82 2 91 45,100
富士見町４丁目西町会 72 3 75 39,000
富士見会 62 17 1 1 81 56,000
富士見町五の南町会 69 11 80 45,500
喜多町会 94 1 1 96 51,000
親生会 86 3 89 46,000
立桜会 40 3 1 44 26,000
富士見町住宅自治会 4 9 1 14 16,000
富士見町支部　合計 13 982 80 4 1 1,080 593,700
しばさき会 16 112 4 132 64,800
柴一八幡会 88 6 2 96 56,000
柴一協和会 11 134 5 3 153 84,300
柴二東部会 32 2 1 35 21,000
柴ニ中和会 130 2 132 67,000
柴ニ南明会 159 1 160 80,500
柴ニ共生会 90 3 93 48,000
南親会 83 5 88 46,500
柴中会 98 8 106 57,000
柴三北町会 29 2 31 16,500
柴四東親和会 2 203 4 1 210 108,900
柴西会 50 185 14 1 250 123,200
柴五会 82 3 85 44,000
柴崎町支部　合計 79 1,425 59 8 0 1,571 817,700
錦東会 13 5 18 11,500
錦西協力会 47 47 23,500
錦東和会 1 72 9 3 85 56,300
錦和会 49 2 2 53 32,500
錦みよし会 11 129 17 2 159 97,600
錦町五丁目親和会 2 160 23 1 186 106,500
錦六会 1 1 50,000
錦町支部　合計 14 470 56 9 0 549 377,900
羽衣会 12 150 6 168 83,500

自治会名 準 正 賛 特 団 合計数 会費額
羽衣本町会 323 3 326 165,000
東羽衣会 199 1 200 100,500
羽衣町二丁目北町会 10 132 10 152 79,000
羽衣町住宅管理組合自治会 3 2 5 3,500
羽衣町みのわ会 3 180 4 1 188 99,700
コープ西国立自治会 4 4 2,000
羽衣町支部　合計 25 991 26 1 0 1,043 533,200
曙一東自治会 2 39 4 45 24,100
曙町一丁目西町会 116 7 123 65,000
曙一南自治会 129 8 137 73,500
曙町二丁目東和会 25 16 41 28,500
曙三東町会 215 14 1 230 124,500
曙町三丁目西和会 7 82 89 43,100
曙町三丁目仲和会 31 134 2 167 78,200
曙町支部　合計 40 740 51 1 0 832 436,900
高松町松友会 1 97 1 99 49,700
高松町一丁目協力会 166 8 1 175 94,000
高松町東友会 10 157 1 168 80,700
高松町南自治会 6 133 8 147 75,700
高松町高昇会 6 64 70 33,700
高松町三丁目松栄会 60 2 62 32,000
共栄会 2 45 1 48 24,100
高松町支部　合計 25 722 21 1 0 769 389,900
睦会自治会 59 2 61 31,500
南砂川自治会 92 6 1 99 55,000
南栄会自治会 1 1 5,000
南部自治会 68 302 1 371 169,000
江の島道東住宅自治会 10 15 25 20,000
東栄会自治会 226 1 1 228 117,000
中砂自治会 20 54 4 78 33,500
栄町支部　合計 88 743 29 3 0 863 431,000
けやき台団地自治会 89 5 1 95 52,500
ときわ会 1 1 3,000
緑ヶ岡ハイツ自治会 39 4 43 24,500
若葉町支部　合計 0 128 9 2 0 139 80,000
九番組自治会 147 5 3 155 87,500

自治会名 準 正 賛 特 団 合計数 会費額
多摩文化村自治会 7 7 3,500
親幸自治会 2 2 1,000
文化村自治会 7 1 8 4,500
幸町支部　合計 0 163 6 3 0 172 96,500
七番組自治会 22 247 5 274 130,700
柏町六番組自治会 14 159 7 180 90,100
こぶし自治会 1 1 10,000
都営柏町第二自治会 1 1 5,000
青柳自治会 1 1 5,000
いずみ住宅自治会 1 1 5,000
柏町支部　合計 36 406 12 4 0 458 245,800
四番組自治会 1 1 30,000
三番組自治会 1 328 16 345 180,300
二番組自治会 1 140 1 142 71,400
一番組自治会 2 237 7 1 247 128,700
砂川町支部　合計 4 705 24 2 0 735 410,400
天王橋自治会 22 93 2 117 53,100
中里自治会 10 192 3 205 101,100
殿ヶ谷組自治会 52 4 56 30,000
西砂自治会 2 1 3 2,000
西砂町支部　合計 32 339 10 0 0 381 186,200
ときわ会都営錦町
第4アパート自治会

4 4 2,000

市営江の島住宅自治会 1 1 8,000
若草会 1 1 5,000
太陽会 6 6 3,000
旭自治会 1 1 5,000
西けやき台団地自治会 1 1 30,000
幸友会 12 1 13 7,000
都営幸町第4自治会 1 1 2 6,000
幸町六丁目自治会 16 178 2 196 95,600
トミンハイム立川泉町自治会 1 1 10,000
エステート立川一番町
住宅管理組合

1 1 3,000

自治会連合会未加盟 合計 16 200 4 7 0 227 174,600

総務係
加藤　久美子（カトウ　クミコ）

7月 1日より総務係の一員として働いています。会員
の皆さまはじめ関係者の皆さまと一緒に、すべての市民
が、ゆたかで快適な生活をおくれるようにお手伝いしてい
きたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。

NEW
FACE
NEW
FACE

新しい職員が本会に入職しました

総務係
岡部　惠江（オカベ　サトエ）

7月 1日より働き始めました岡部と申します。地域の方
と広く接しながら、様々なことを吸収して、仕事に活かし
ていきたいと考えています。みなさんと、よりよい地域づく
りを目指して頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。
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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：10月27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）

今年の楽市は、昭和記念公園の無料開園日・JR主催の「駅からハイキング」と日程が重なり、
混雑が予想されます。
会場内を案内してくれる人がいるだけで、安心して楽市を楽しむことができます。

ボランティアに興味はあるけど一歩踏み出すきっかけがないという方。昭和記念公園内で行われ
る楽市での会場案内を通して、実際に活動されている多くの人や団体と出会ってみませんか。

 対 象：ボランティアを継続して行っていきたい方、ボランティアに興味のある方
 日 時：10月31日（日）　9:00～16:00
  ※ご都合のよろしい時間での参加で結構です。
 内 容：会場案内
 定 員：30名
 締切り：10月28日（金）
 申　込：市民活動センターたちかわへ
  ☎ 042-529-8323　（担当 :田中、丸山）

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

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

■幼児教室　風の子からのお知らせ
　幼児教室の行事は以下の通りお知らせします。いずれも申込み不要です。
お気軽にぜひご参加ください。
①運動会

 日 時:10月10日（日）　9:30～　<雨天順延11日（月）体育の日>
  頃から未就学児競技がありますので、お気軽にご参加ください。
②募集説明会

 日 時:10月22日（金）　13:30～1時間程度
 幼児教室にて
 ★保育で大切にしていることをぜひ聞きに来てください。お子様連れでも大丈夫です。
 問合せ:国立富士見台団地 幼児教室 風の子　☎&Fax:042-576-4898（葉山さん）

■フェローホームズからお知らせ
①23夜サロン
認知症をおもちの方、認知症かもしれないご家族のかたのための、月1回の情報共有と交流の

サロンです。本年は年4回、祭日午後にミニデイサービス体験も合わせて実施します。ご家族もご
一緒にお越しください。
 日 時:10月22日（金）18:00～20:00
  今後の予定 11月23日（火・祭日）13:30～15:30★デイサービス体験可能日
   12月17日（金）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）
 問合せ:社会福祉法人　恵比寿会　フェローホームズ
  ☎&Fax:042-523-7601／042-523-7605
  * fujtani@fellow-homes.or.jp（藤谷さん）
②市民公開講座「教えてDr.認知症との上手な付き合いかた」
　高齢者の病気の特性（特に認知症について）をわかりやすく解説していただくとともに、家庭に

おいてどのように日常生活を持続していくかというポイントをアドバイスいただきます。
 日 時:11月27日（土）14:30～16:00
 場　所:都住宅供給公社　立川富士見町住宅15号棟集会室
 講　師:都築義和先生（つづきクリニック院長）
 進　行:露木譲（フェローホームズ富士見町相談センター　ケアマネージャー）
 参加費:無料
 主　催:立川市高齢福祉課 /社会福祉法人恵比寿会
 問合せ:市民講座係　☎ 042-523-7601（藤谷さん）

■子育て支援ボランティア「ミニトマの木」からお知らせ
①ママと乳幼児のためのコンサート
美しい音色と楽しい音楽を、是非、親子でお楽しみください。

 日 　 時:10月14日（木）　11:00～11:45
 出 　 演:それゆけ ! !音楽隊
 場 　 所:たまがわ・みらいパークドレミホール（立川市富士見町6-46-1）
 入 場 料:200円
 人 　 数:就学前のお子さんと保護者　30組
 受付開始:9月25日（土）より（先着順）
 申 込 み:☎ 042-521-2814（阿部さん）
②ベビーボンディング
家族の絆を深めるひとつの方法として、ベビーマッサージがあります。
赤ちゃんの素肌に触れながら、手で目で全身でたっぷりおしゃべりしましょう。
講師の河さんのお話とあたたかなまなざしに赤ちゃんだけでなく、ママたちもリラックスできます。

 日 　 時:11月11日（木）　10:30～12:00
 講 　 師: 河房子助産師（国際ボンディング協会
  ベビーボンディングスペシャリスト）
 場 　 所:たまがわ・みらいパーク（立川市富士見町6-46-1）
 対 　 象: 参加当日3～6ヶ月の赤ちゃん　12名
 費 　 用:200円（オイル代）
 持 ち 物:バスタオル
 受付開始:10月30日（土）より（先着順）
 申 込 み:☎ 042-536-0304（谷さん）

■第16回福生学園・福生あらたま寮　開設記念学園祭
普段私たちが行っている作業や音楽を沢山盛り込んだ様々な催し物を企画しています。地域の

皆様、ぜひ遊びにおいでください。学園祭のテーマは「あかるくげんき」です。当日は、ボランティア
さんも募集しております。お問合せをお待ちしております。
 日　時:10月17日（日）　10:00～14:30　雨天決行
 場　所:福生学園内特設会場（福生市熊川1600-2）
 内　容: 舞台発表、作品展示、喫茶コーナー、模擬店、福東町会お神輿、ドラムサーク

ル発表など
 主　催:社会福祉法人あすはの会 知的障害者施設 福生学園
   知的障害者ケアホーム 福生あらたま寮
 問合せ:☎ 042-530-6936（原田さん・石上さん）

■プレママ体験・妊産婦のみなさんへお知らせ
保育園で赤ちゃんと遊んだり、保育の様子を見たり楽しく育児のノウハウを学びましょう。看護師・

栄養士・保育士がいろんな疑問や質問にお答えします。
 日　時:5月～3月  月曜日～金曜日  8:30～17:15　（年末年始、祝日、日曜日は除く）
 場　所:立川市公立保育園
  ご希望の方はまずお近くの保育園へ電話で予約して下さい。
  お待ちしております。
  羽衣保育園 ☎ 522-2161 上砂保育園 ☎ 536-2670
  西砂保育園 ☎ 531-0514 見影橋保育園 ☎ 536-1644
  高松保育園 ☎ 525-0201 柴崎保育園 ☎ 525-0066
  西立川保育園 ☎ 524-7831 栄保育園 ☎ 525-0815
  中砂保育園 ☎ 536-1391 柏保育園 ☎ 536-2565

■第10回心の健康を考える講演会「地域での自立生活を支えるために」
長期にわたるひきこもり300万人。あなたは孤立していませんか。あなたに支援の手は届いてます

か。ご家族だけで悩みを抱え込んでいませんか。
 日　時:10月16日（土）　開場13:30～　14:00～16:00
 場　所:こぶし会館　第1集会室　（立川市幸町5-83-1）
 対　象:精神障害者のご家族・ご本人及び一般市民
 定　員:100名（参加申込み、直接会場にお越し下さい）
 参加費:無料
 主　催:立川麦の会（立川精神障害者家族会）
 問合せ:☎&Fax:042-537-3905（立川麦の会会長・真壁博美さん）

■みんなの展示場　中村洋久絵画館からのお知らせ
10月展示のお知らせ
●「2大展示」
・横田靖子「水彩画展」
色々な展示会に忙しい中、みんなの展示場への支援として協力いただいた、独特のタッチの

水彩画未発表含む作者お気に入りの作品10点を展示
・井下通政「切り絵展」
退職後に趣味で始めた切り絵が本格化。初めての展示、大小の作品20点を展示。
なお、特別参加者、永田三津子氏、大友陽子氏など数点展示し、切り絵を盛り上げます。

10月2日（土）～31日（日）土日祝日開催　10:00～16:00
●「デジタルカメラ同好会」10月・11月生募集!
　今やデジタルカメラが当たり前です。一眼レフ、一般のデジカメで参加できます。
デジカメ機能は、資料に基づき少しずつ学んで、基礎から楽しみながら「表現のしかた」など撮
り方等丁寧に教えます。

 開始時期:毎月第1・第4土曜日　午前10時から2時間程度
  毎月継続1年で終了継続可
 場 　 所:みんなの展示場中村洋久絵画館（立川市錦町5-16-9）
 会 　 費:月2回で2000円　入会金なし
 そ の 他:10月2日（土）、23日（土）、11月6日（土）、27日（土）開催
 問 合 せ:☎&Fax:042-524-4702／* h-naka77@zat.att.ne.jp （中村さん）
  個人、団体で描いた作品の展示もできます。詳細はお問合せください。

イベント・講習・講座

NPO法人設立ガイダンス

連
絡
先

第25回おもしろボランティア大学　ボランティア体験講座
「楽市を103倍たのしむ案内人ボランティア大募集 !」
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■スキップママ保育ボランティア募集
スキップママは、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、体力に自信がある方。年齢を問わず、
  長期的に活動してくださる方。
 募集人数:4～5名
 問 合 せ:市民活動センターたちかわ　☎ 042-529-8323（田中）

■やわらぎサロン参加者募集
平成22年秋にアクティブ・ディとしてリニューアルしたサービスセン

ターやわらぎ・西立川のデイをご家族とご一緒に体験してみませんか。
 日　時:①10月17日（日）　11:00～14:00（受付 10:45）
  ②11月21日（日）　11:00～14:00（受付 10:45）
 内　容:はつらつ体操とやわらぎ流バイキング（昼食）
   希望者を対象に介護相談・栄養相談・健康相談

を実施いたします。
 対　象: 要支援以上の介護保険の認定を受けている方とそ

のご家族
 参加費:300円（昼食バイキング代）
 申込み:特定非営利活動法人　ケア・センターやわらぎ
  やわらぎホーム・西立川　☎042-526-2207（橋本さん、石出さん）

■ボランティア募集
①サポートボランティア
ご利用者様の話し相手、見守りなど（可能なお時間で）
②手芸倶楽部　指導またはサポートしてくださる方

 第1、3月曜日　13時半～14時半
 申込み:特定非営利活動法人　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）

■中高年・主婦のためのパソコン教室～パソコン初心者を募集しています
入門から、パソコンが使えるようになるまで、「ゆっくり・楽しく」学ぶ倶楽部です。中高年の方々

でもゆっくり時間をかけて学ぶならきっと使いこなせるようになります。
丁寧に教えますので安心しておいでください。
なお「ウインドウズ VISTA」「ウインドウズ7」の方は事前にご相談ください。

 日　時:10月14日（木）から毎週木曜日13:00～15:00まで
 場　所:都立多摩社会教育会館2階　201研修室（立川市錦町6－3－1）
 参加費: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・問合せ
  シニア倶楽部・パソコン教室（濱田さん）　☎090-8596-4110

■至誠ホームボランティア募集
栄養バランスのとれたお弁当を買い物や食事の支度が困難な高齢者の方にお届けしています。
一緒にお弁当の配達をしていただけるボランティアの方募集します。

 日 　 時:毎週月・水・金（1日でも可）ご相談下さい。　16:45～17:30
 配 達 先:錦町・柴崎町・富士見町・曙町・羽衣町（立川南部地域）
 募集人数:数名
 問 合 せ:社会福祉法人至誠学舎立川　至誠ホーム（立川市錦町6-28-15）
  ☎042－527－0035　FAX:042－527-2646（寺澤さん）

ひと・モノ・募集

■講演会「医療相談室の現場から」
相談事例を紹介しながら、医療機関とどう連携すれば、患者さんやそのご家族の支援につながる

のかという課題を皆様と共有したいと思います。
 日　時:11月6日（土）　　13:00～15:30
  （受付開始12:30～　講演終了後16:00～17:00交流会開催）
 場　所:トヨタドライビングスクール東京（立川市羽衣町1-3-4）
 講　師:井上　孝義氏（信愛病院　医療社会事業部医療ソーシャルワーカー）
 定　員:100名
 参加費:2,000円
 申込み:Fax：042-522-8725／* j igyou-nishi@counselor-tokyo.jp
  名前・連絡先・講演会・交流会の参加の有無をご記入ください
  申込みは10月15日（金）まで　定員になり次第締め切ります
 問合せ:社団法人日本産業カウンセラー協会東京支部東京西事務所
  ☎ 042-540-0317

■たちかわパソコン倶楽部からのお知らせ
①問題解決!無料パソコン相談会
ベテランのパソコンボランティアがあなたの悩みを解決します。

「操作方法がわからない」「デジカメ写真をワードに入れたい」「イ
ンターネットの使い方を教えて」など、パソコンに関する悩みや問
題など、何でも無料でお答えします。予約不要。直接、相談会場
にきてください。
 日 時:毎月第2・第4土曜日　14:00～
 会 場:総合福祉センター2階
  （立川市富士見町2-36-47）
 主 催:たちかわパソコン倶楽部
 問合せ:☎ 090-1260-9068　午前不可（岩間さん）
②今年こそ余裕で作ろう年賀状! パソコン年賀状作成講座
年賀状作成シーズンが来ました。日本郵便のフリーソフト「はがきデザインキッド」を使って、簡
単に年賀状を作る方法をお教えします。「ワードで作ろう」と思っている人はこちらの方法をぜひ試し
てください。お勧めです。
 日 時:10月30日（土）　14:00～
 会 場:総合福祉センター2階（立川市富士見町2-36-47）
 主 催:たちかわパソコン倶楽部
 問合せ:☎ 090-1260-9068　午前不可（岩間さん）
  ※小会所有のパソコン数は限られています。ノートパソコンの人はご持参ください。

■『塩のパワーと円氣功教室』～塩は生命の源です
秘伝の塩を使い、体内の氣のバランスを整えます。ソルトルーム体験可。
8万4千個の毛穴から細胞の汚れや古い氣を出し、リフレッシュ。
ソルトルームは必見です。ぜひ、ご体験ください。
参加費の一部は、アジアの学生のための支援金とさせて頂きます。

 日　時:10月10日（日）、11日（月・祝）
  氣功教室　13:30～14:30
  ソルトルーム　15:00～17:00　一回20分
 場　所:立川市錦町1-15-19　2階
 参加費:氣功教室　1,500円（お茶付）
  ソルトルーム20分　1,000円
 申込み・問合せ
  NPO法人　円十字協力
  ☎ 042-528-0036／* info@enjuji.org

■HOTサロン～高松町・梅の湯～　開催しています!!
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、集える場として、毎月26日ふろの日に、筋力アップ体操
や歌や音楽演奏、落語などを開催しています。好評につき、第2水曜日の午
後、「ばんだいの日」を設けました。囲碁、将棋、麻雀を皆で楽しみませんか ?
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）

  ※10月26日（水）、11月26日（金）　 13:00～15:00
  ばんだいの日（毎月第2水曜日:囲碁、将棋、麻雀の日）
  ※10月13日（水）、11月10日（水）、12月8日（水）
  　13:00～14:30
 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:中部たかまつ包括支援センター　☎042-540-2031

■カウンセリング無料講習会「ストレスを意欲に切りかえる!」
家庭や生活の中で、今、コミュニケーションのあり方が難しい時代になっています。
夢をもって、いきいきと生活をしたい !心理カウンセリングの視点から、時代に適したコミュニケー

ションの知識や新しい生活の知恵をやさしく解説いたします。
 日　時:10月29日（金）　10:00～12:00
  ※「家庭内の問題」無料相談会12:00～16:00
 場　所:アミュー立川サブホール（立川市錦町3-3-20）
 講　師:坂田雅彦（心理カウンセラー）
 定　員:70名　講演・無料相談ともに要予約
 申込み:NPOライブリー（内田さん）
  ☎ 042-548-4456

■クリスマスの山下洋輔ジャズコンサート
高齢者施設でお過ごしの方々に、地元立川にお住まいの世界
的ジャズピアニスト山下洋輔さんとパーカッションのデュオをアット
ホームな雰囲気の中でお聴き頂きます。高齢期の方をサポートされ
ている方や職員の方もぜひ一緒にお聴きください。
 日 　 時:12月25日（土）
  13:30開場　14:00～15:30
 場 　 所:立川市女性総合センター・アイム
  1階　ホール（立川市曙町2-36-2）
 参 加 費:3,500円（全席指定）
 受付開始:10月20日（水）から
 申込み・問合せ
  文化芸術いきいきネットワーク（中島さん）
  FAX:042－535-1396
  ※FAXのみで受付。住所・氏名・電話・FAXをご記入ください。

■コスモスまつり『隣人まつりin昭和記念公園』
昭和記念公園の秋の風物詩である「コスモスまつり」の一環として、フ

ランスで生まれた地域住民の交流促進イベントである「隣人祭り」を、国
営公園というロケーションを活かして開催します。今回は特に若い子育て
世代を中心とした多世代にわたる地域住民同士の交流機会を創出し、「心
の隣人」ともいうべき仲間づくりの場となることを目指し、「隣人まつり in昭
和記念公園」を開 催します。若い子育て世代を中心とした多世代にわたる
人たちが集い、食事をしながら楽しく語り合う、食べ物の差し入れ・持ち寄
り大歓迎 !のお食事会を開催します。
 日　時:10月23日（土）11:00～16:00
 場　所:国営昭和記念公園　みどりの文化ゾーン　ゆめひろば
  （立川市緑町3173）
 内　容:食事会（一人一品料理やお菓子をお持ち下さい。）
  クラフト体験やわらべうたなどのふれあいワークショップ
  ミニコンサート、地域の食べ物コーナーなど予定しています。
 申込み・問合せ
  昭和管理センター　隣人まつり係
　  FAX:042-528-8788／* green-culture-staff@prfj.or.jp

  ※食事会参加者の方は、氏名・年齢・住所・電話番号をご記入ください。

■地域デイサービス　テイクオフからのお知らせ
①赤青黄色組み
表現遊びのプロ、アフタフ・バーバンさん進行のもと、音楽、歌、体を使って
季節などのテーマや願い、自分自身を思いっきり表現して遊びます。
ハンディのある子もそうでない子も一緒に楽しみませんか ?

 日　時:10月17日（日）　14:00～15:30
 場　所:高松会館　和室　（立川市高松町2-25-26）
 定　員:30名
 申込み:地域デイサービス　テイクオフ
  ☎&Fax:042-527-9203（中橋さん）
②テイクオフ祭
模擬店、申請野菜の販売、不用品・手作り品・古着コーナー、体験コーナー、ゲームコーナー

など楽しい催し物がたくさんあります。
 日　時:10月30日（土）　11:30～15:30
 場　所:地域デイサービス　テイクオフ
   （立川市高松町1-20-5）
 問合せ:地域デイサービス　テイクオフ　
  ☎ 042-527-9203（鹿田さん）
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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
福祉のしごと相談 毎月　第 1火曜日 キャリア支援専門員 完全予約制 1人 60分

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   

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

◆朝、自転車がパンクしているのを発見！！久しぶりに歩く・・いや、
走りました。確実に体力落ちてます・・・Σ(‾ロ‾lll)。（晶）

◆大根の種蒔きをして一週間ぶりに畑へ。芽が出てない。蒔き直
し夫が毎日水やりに。何が足りなくても作物は出来ない。人との
関わりも同じだなと感じた出来事でした。（英）

◆猛暑厳しく脳ミソもＰＣも熱暴走か？（尚）

※ 11月23日相続相談、11月25日心のふれあい相談、11月27日法律全般相談はお休みとさせていただきます。なお、同一内容のご相談は年１回とさせていただきます。

次回の発行は、12月1日です。

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　☎042-529-8300

「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 1階受付と 2
階市民活動センターたち
かわに「入れ歯リサイクル回収ボック
ス」を設置しています。また新たに柴
崎福祉会館にも新設させていただきま
した。これは入れ歯のバネや、歯と歯をつなぐブ
リッジに使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　☎042-529-8300

入れ歯のリサイクルに
ご協力を


