
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 !

市民活動センターたちかわ ☎ 042-529-8323 ／ Fax.042-529-8714 ／ *aiaivc@whi.m-net.ne.jp
 URL：http://www.tachikawa-shakyo.jp/skct/
 ※（月）～（金）8 :30～19 :00  ／（土）8 :30～17 :00  ／（日）・（祝）はお休み

■上記の記事に関するお問合せは・・・
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ああいいああいい通信
誰もが安心して楽しく幸せに暮らせる

まちの実現を目指して

発　行 ： 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

電話 ： 042-529-8300
FAX ： 042-529-8714

11 春号
（2月1日発行）

Vol.96

昨年12月に錦町の高齢者施設、至誠ホームにて、車椅子整備
清掃の社会貢献活動が行われました。その社会貢献活動を行った
のは損保ジャパン西東京支店、そしてその代理店組織である J－
SA※1西東京支部・AIRジャパン※2西東京支部の方々29名です。
2ヶ月前に「何か技術を活かしたことで、社会貢献できること

はないか。」と損保ジャパン西東
京支店から市民活動センターた
ちかわへご相談をいただき、受
け入れ施設である至誠ホームと
打ち合わせをしながら、この社
会貢献活動を実施するに至りま
した。
当日はブラシや雑巾を使っ

て清掃を行い、AIRジャパン会
員は本業である車の修理技術を
活かし自ら持参した工具を使用
し、車いすのねじの緩み調整や
車輪のパンク修理、軋みの確認、

油差し等の整備を約3時間行いました。活動を通し、「高齢者施設
に始めて入った。」「人の役にたててよかった。」「車椅子と一口に
いっても、人それぞれ違うことをはじめて知った。」「自分たちに
もできることがあるなら、また参加したい。」など、活動中に感じ
たことをそれぞれ話している姿が見られました。
受け入れた施設の方からも「直接的にではないが、間接的に車

椅子を利用している方の生活を豊かにしてもらった。」「職員では
出来ない、専門的な技術を活かしてもらえると助かる。」というよ
うに感謝され、普段の仕事では気づくことのできないことや、達成
感を味わうことができた活動となったのではないかと思います。
施設では、損保ジャパンのように想いを持った企業から気軽に

相談してもらいたいという気持ちがあり、たとえ特別な技術がな
くても、お話し相手になってくれるというだけで、利用者にとっ
ては嬉しい機会になります。
社会貢献活動はもちろん、ボランティア活動をしたことがな
いという方々の場合、受け入れてもらうことで、かえって仕事を
増やすことになるのではないか、という不安な気持ちを抱くこと
があるかもしれませんが、何度かやりとりをしている中で、施設
がお任せできること、企業の方々ができるなと思うことが出てき
ます。ですから一回限りの活動で終わるのではなく、継続して施
設に携わっていくことにより施設と企業、双方にとって有意義な
活動となります。
市民活動センターたちかわには、「何か始めたいが、どうすれ

ばいいのかわからない。」というようなときにご連絡いただけれ
ば、施設と企業を結ぶコーディネートをさせていただきますの
で、ぜひご連絡ください。
※1 J－SA : 損保ジャパン専属プロ代理店の全国組織　　　

（西東京支部 :会員数41名）
※2 AIRジャパン : 損保ジャパン自動車整備工場代理店の全国組織

（西東京支部 :会員数65名）

企業の

社会貢献
活動

～車椅子清掃～

社会貢献
活動



第 7回　地域福祉市民フォーラム
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●朝から熱気に包まれたアミューたちかわ

平成22年11月23日（火）。50周年記念式典当日。
記念演奏を行う立川二中のブラスバンド部と大倉流大鼓のス

タッフの方々が、実行委員も社協のスタッフもまだ来ていない早朝
から準備に取りかかっていました。

●そして開場

午後1時35分、開場。大ホールの受付では、
足を運んでいただいた方々への記念品とし

て、立川市社協創立50周年オリジナルのクリア
フォルダにプログラムを挟み、お渡ししました。
社協の事務局によく顔を出してくださる方。久
しぶりにお会いした方。地域でいつもお世話に
なっている方などなど、さまざまな方々にお越
しいただき、受付付近ではあちこちで談笑の輪
ができました。

●壇上には高校生も

市長をはじめ、来賓の方々にもご臨席いただき、午後2時実行委
員長の開会の辞によって式典が開会。今回の記念事業は、本会

がお世話になっている方々への感謝が大きな目的。30周年以降、こ

こ20年の間に、ご寄附や募金
活動、地域活動等に多大な貢献
をされた方々への感謝状の贈呈
を行いました。大勢の受賞者の
中から、代表として、昭和第一
学園高等学校生徒会、立川市老人クラブ連合会、立川市商店街振興
組合連合会、東京ガス（株）多摩支店の方々に、壇上で感謝状を受け
取っていただきました。

平成22年9月14日。立川市社会福祉協議会は、創立
50周年を迎えました。
これまで本会を支えてくださった方 を々はじめ、市民のみな

さまへの感謝。そして、50年をふりかえり、未来へみんなの
想いを伝えていくために、およそ1年前から準備を始めた50
周年事業。昨年11月23日（火）アミューたちかわで開催し
た記念式典には700名もの方々においでいただきました。
改めてみなさまへの感謝をこめ、ここに報告させていただ

きます。

地域福祉学習会
「無縁社会に挑む～新宿戸山団地の

活動者を迎えて」
地域の中でゆるやかな縁をとり戻せないか。孤立

を防ぐにはどんな工夫が必要なのか。実践者を交え
ての会です。
日　　時 ３月６日（日）14：00～16：00
場　　所 都営松中団地大集会所
 （一番町5-8-5 松中団地操車場隣り）
定　　員 80人（申込不要・直接会場へ）
問 合 せ ・松中団地自治会事務所
 　☎042-531-8830
 　※（月）～（土）9:00～13:00
 ・ 立川市社会福祉協議会地域福祉

コーディネーター（枝村）
 　☎042-534-9501
講　　師 NPO法人　人と人をつなぐ会
 　本庄有由さん

松中団地自治会・北部西かみすな地域包括支援
センター・立川市社会福祉協議会共催イベント

◇会員制度のあり方検討委員　　(敬称略)
　市川敏夫　宮本直樹　中嶋節子　成田幸穂
　師岡恵美子　増田美智子　山中誠一
◇あいあいプラン21推進委員　(敬称略)
　森本佳樹　浜中量子　川野和也　高橋貞　　
　福本行廣　萬田和正　井村良英　大石幸治　
　師岡恵美子　臼倉嘉男　内田肇　川杉芳枝　
　関根義矢　中村克久　成田幸穂
※ あいあいプラン21推進委員は、立川市地域
福祉推進委員も兼務しています。

立川市社協創立50周年記念事業
■式典  平成22年11月23日（火）
　アミューたちかわ・大ホール

■記念誌「ともしび」発刊　

感謝をこめて感謝をこめて感謝をこめて

■社協の各種委員をお願いしています

「人と人がつながるまちづくり」
日時 :3月12日（土）13:00～16:30（開場30分前）
会場 :立川市女性総合センター　アイム　1階ホール

①基調講演
「人と人がつながり、孤立をさせない地域をめざして」　　

ケアタウン総合研究所 所長　高室　成幸 氏
「無縁社会」という言葉がマスコミを賑わしている昨今、一人ひとりを尊重しながら、
人と人がつながっていく地域社会づくりのヒントを、わかりやすくお話いただきます。
【講師略歴】

ケアタウン総合研究所所長。1958年京都生まれ、1980年日本福祉大学社会福祉学部卒業。

2000年にケアタウン総合研究所を設立し、ケアマネジャーや主任介護支援専門員、行政職員、

社協職員、民生委員、施設職員、施設管理者などを対象に地域ケアシステム論、モチベーション

論、施設マネジメント論、キャリアデザイン、リスクマネジメント、虐待予防など多岐にわたるテーマ

で研修や執筆を行っている。　日本ケアマネジメント学会会員。神奈川県立保健福祉大学非常勤

講師。著書に 『ケアマネジメントの仕事術』など多数。介護・福祉の雑誌にも連載・寄稿多数。

②シンポジウム「人と人がつながるまちづくり」
コーディネーター　立川市北部東わかば地域包括支援センター 川野　和也　氏
松中団地自治会　事務局長 杉之原峰子　氏
立川市シネマ通り商店会　事業部長 園部　雄布　氏
NPO法人高齢社会の食と職を考えるチャンプルーの会 理事長　　紀平　容子　氏
立川市民生委員・児童委員協議会　副会長 今井　　司　氏
その他： 参加費  無 料　（先着順　入場定員　196名）
 参加ご希望の方は直接会場に開演前にご来場下さい。
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  
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・冨井）

 立川市富士見町2－36－47　立川市社会福祉協議会 内
 電話042－540－0311・FAX042－548－1747

※ 地域づくりについて、市民参加で考えるフォーラムです。多くの方の参加をお待ちし
ています。
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昨年12月18日（土）に「ふれあいミュー
ジックフェスティバル2010」（主催 :立川
市社会福祉協議会）が開催されました。こ
のコンサートは「障害の有無や年齢、世
代を問わずいろいろな人が楽しめるコン
サートを !」という主旨のもと、東京ガス
株式会社・多摩支店の協賛により1993
年より毎年行われ、今では“立川のクリ
スマス "の風物詩となっています。
コンサートが行われる国立音楽大学の講堂には、1,200名を超える方にお越
しいただき、会場内は超満員 !!クリスマスが近いこともあって、会場内にはワ
クワクした雰囲気が広がり、コンサートを待つ皆さんの表情も楽しげです。今
年はちょっと変わったプログラムで、ブラスバンドの他にハンドベル演奏や
シンガポールから来た学生による招待演奏がありました。また、休憩中に素敵
なサンタさん !?からクリスマスプレゼントが贈られる、お楽しみ抽選会も
行われました。小さなお子さん連れの方もたくさんお越しいただき、プレゼン
トをもらったお子さんの喜んだ笑顔が印象的でした。
また、この大きなコンサートを影で支えて
くださっているのが、多くのボランティアの
皆さんです。駐車場や大学周辺の道案内、受
付、車椅子で来られる方への介助のお手伝い
など、今年は64名ものボランティアの方々に
ご協力いただきました。コンサートが始まる
何時間も前からお客さんのために準備をし、コンサートがスムーズに運営で
きるように活躍してくださいました。
まさに“ふれあい "という名前の通り、聴きに来てくださった障害のある方
や子どもたち、ボランティアの皆さんなど、たくさんの方々が音楽を通して出
会い、ふれあい、交流できるコンサートになりました。

市民活動センターたちかわ運営委員会では、昨
年度、登録団体にご協力をいただき実施した「助
成制度を共によくするための利用実態調査」を受
けて、助成制度の改善に取り組んできました。
平成23年度から助成制度は、より多くの団体
が気軽に活用できる助成制度へと変わります。助
成制度の概要は下記の通りです。
内容については現在、検討中ですので変更され
ることもあります。詳細についてはお問合せくだ
さい。

名　　称　立川市社会福祉協議会市民活動助成
助成内容　①ファーストステップ助成
　　　　　　　※団体設立から3年以内
　　　　　② 事業継続支援助成（年1回募集

/状況により追加募集あり）
助 成 額　①②ともに1事業につき最大5万円
　　　　　　※ 年間助成総額200万円以内で

40団体程度を予定。
助成期間　助成決定日～3月31日
対　　象　 市内に活動拠点が設置されているか、

立川市民を対象に活動する5
名以上の会員等で構成され、社
会課題の解決に取り組む公益
的な活動をする団体。
※ センターへの団体登録が
必要です。

●認知症とは・・？

式典終了後第２部として、長谷川式
認知症スケール（HDS-R）開発者

として知られている長谷川和夫さんを
講師に、「認知症の方を地域で支える～
私たちにできること～」というテーマで
記念講演を行いました。“自分が認知症
になったら皆さんよろしく・・”と、冗
談も交えながら、認知症と“もの忘れ”
との違い、認知症の方々への接し方な
ど、語りかけるような口調でわかりやす
くお話いただきました。

●鼓（つづみ）とブラスのコラボレーション

緞帳の前、ステージの中央に、ゲストの能楽囃子大倉流大鼓の大
倉正之助さん。“いよ～っ！”の声とともに、静かな大ホールに

大鼓の音が響く。演奏のオープニングは、このような感じで始まり
ました。プロの素晴らしい演奏を前に息を呑み、圧倒された私たち。
続いて、立川二中の吹奏楽部員と一緒に、「小鼓・大鼓とかけ声によ
る『祝い曲』」を。その後、緞帳が上がり、顧問の清水宏美先生の指
揮のもと、「栄光をたたえて」など4曲を演奏。演奏終了後も拍手が
鳴り止まず、アンコール。最後まで「お祝い」を意識して企画して
くださったプログラムでした。

●おわりに

記念式典は、このようにさま
ざまな方々のご協力によ

り、盛況のうちに終了すること
ができました。また、50周年記
念事業のもう一つの柱として、
記念誌「ともしび」の発刊があ
ります。この記念誌は、市民の
皆さまからのたくさんのご寄附
により作成することができまし
た。最後になりましたが、ここで改めて50周年事業に対してご寄附
をいただいた方々をご紹介させていただきます。

国際ソロプチミスト立川
（宗）玄武山普済寺
立川市婦人団体連絡協議会
青山 優
萩原富美子
みんなの展示場 中村洋久絵画館
比留間敏郎
立川市民生委員・児童委員協議会
匿名 28件

36件 寄附金合計  1,573,355円
（順不同・敬称略）

改めて、社協は、市民の皆さまをはじめ、さまざまな方々の参加
とご協力によって支えられている団体なのだと感じました。この
50周年記念事業に参加、協力いただいたすべての方々に感謝申し上
げます。ありがとうございました。

ふれあいミュージックフェスティバル
2010が開催されました♪

助成金制度が
変わります



栄町にお住まいで、栄町猫対策
委員会代表の宮本充さんにお話を
うかがいました。
●きっかけは動物に関するシン
ポジウムの開催
自治会活動をしていたとき、野

良猫のことで困っている自治会
長からの相談を受けた宮本さん。
そんな折、賛同する自治会長や

社協の職員などとシンポジウム
を企画したという。
日頃から動物について何かや

りたいなという思いは持ってい
たが、誰かがやるんだろうぐらい

に考えていたそうだ。
シンポジウムを開催し、仲間

に出会い、自治会とも連携しなが
らの活動が始まった。
●人も猫も地域の住民
とにかく猫に関する苦情が多

く、あまりにも多い野良猫には不
妊・去勢手術しかないと初めは
寄付、その後は立川市などから
の助成金等で、活動をすすめたと
のこと。捕獲は大変だったが、猫
は餌をくれる人になついている
ので、いつも餌をあげている人に
協力してもらいながら、捕獲もし
たそうだ。そして、手術をした猫
を、もとの場所に戻すという地道
なことから始めたという。
栄町に住んでいる知人から、

「最近家の周りを見渡すと、以
前よりも野良猫を見かけなくなった
し、猫の被害も見られない。」とい
う声も聞いた。継続的に根気よく
活動されている成果と思われる。
猫に餌をやる人、そこに猫が

集まり、住民同士のトラブルが
起こる。一方的に相手を非難し
たり、猫を追いやったりするの

ではなく、互いに交流を深めな
がら、お互いが納得するマナー
やルールについて話し合いをし、
かなり緩やかな形で時間をかけ
ながら活動はすすめられている。
こうした取り組みが実を結ぶ

のには時間がかかる。出てきた
課題には地域住民同士で話し合
い、互いに理解し合えるように一
歩づつ歩み寄り、住み慣れた場所
で人も猫も安心して暮らせる住
みやすいまちをめざしている姿
に拍手をおくりたい。
●猫が取り持つ縁はまだまだつ
づく

音楽の趣味も持つ宮本さん。
得意のギターを持ち、地域のイ
ベントでバンド活動をしている。
猫を一時預けた猫つながりの人
と、間違えメールが発端で福祉作
業所の夏まつりで一緒にバンド
を組み演奏をし、その人とは音楽
つながりにもなったそう。
そんな宮本さんも栄町の住民

になったのは７～８年前だとか。
栄町猫対策委員会も音楽も気負
うことなく淡々とされている・・・
これからも、宮本さんがそれ

ぞれの分野で仲間を増やしなが
ら活動していく中で、「このまち
に住んでいてよかった」と、みん
なが思える気風が根付くことを
願っている。  （竹内 英子）

■前号の訂正
前号で記載の誤りがありましたので、正しい内容を下記に表記いたします。この場を借りて、深くお詫び申し上げます。
<2ページ>　　梅の湯　住所　　誤：立川市高松町3-13-1　　⇒　　正：立川市高松町3-13-2
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言葉にかえて（寄付者名簿）
平成22年11月1日～12月31日　総額 10,871,985円（敬称略）

元気 人
宮本　充さん ● 栄町

猫が好き、
人が好き、
地域が好き

物品寄附者　ご芳名
平成22年1月1日～12月31日  順不同・敬称略

日付 氏名・名称 住所 金額
11/1 匿名 1,000
1 匿名 1,000
1 匿名 1,000
1 匿名 1,000
1 匿名 1,000
2 匿名 50,000
2 蒔田　実 羽衣町 11,400

5 幸学習館運営協議会準備会　幸学習館かわせみ祭 5,637

6 青山　優 幸町 10,000
12 コーラス槐 10,000
12 匿名 10,000
12 大山自治会　夏まつり 4,259
12 ㈱セレモアつくば 柏町 200,000
15 太極拳　紫陽花の会 5,000
16 匿名 10,000

日付 氏名・名称 住所 金額
16 匿名 1,000
17 三鴨　信昭 栄町 11,736
19 匿名 5,000
22 木下アカデミー 20,027
22 木下アカデミー 3,208
24 第6地区民生・児童委員協議会 853

25 セレモアつくばチャリティ・ゴルフコンペ LIFE CUP 200,000

30 第2地区民生・児童委員協議会 377
12/2 立川市明るい社会をつくる会 20,000
5 青山　さおり 幸町 10,000
6 第3地区民生・児童委員協議会 1,115
8 昭和第一学園高等学校生徒会 100,000
11 樋口 幸町 720
13 宗教法人　真如苑 柴崎町 10,000,000
13 匿名 5,000

日付 氏名・名称 住所 金額
14 太極拳　紫陽花の会 5,000
14 第2地区民生・児童委員協議会 1,378
15 磯野　俊雄 柴崎町 7,590
15 匿名 10,000
16 第5地区民生・児童委員協議会 2,446
16 内田 1,613
16 匿名 10,000
17 第6地区民生・児童委員協議会 1,051
17 東山　夢勇幸 柏町 30,000
20 カトリック立川教会 錦町 50,000
21 JAM横河電機労働組合 5,000
22 立川拘置所 泉町 15,001
22 金衛　富佐子 5,000

24
元防衛庁技術研究本部第3研
究所野球部マネージャー平間
真佐子

27,574

■使用済切手・テレホンカード等
冨岡　節子
立川市第６地区民生・児童委員協議会
立川市第４地区民生・児童委員協議会
㈱一如社
立川市立第四小学校児童会
オンビート保険企画
深澤
東京立川ロータリークラブ
岸
立川市第３地区民生・児童委員協議会

町田市民病院内理容室
菊池建設㈱
立川市第５地区民生・児童委員協議会
芳賀　福子
福祉あすなろ会
公明党
㈱自然教育研究センター
星槎国際高等学校生徒会
日本ボランティアコーディネーター協会
至誠キートスホーム
彩の会

法テラス多摩法律事務所
青梅信用金庫
立川市立第七小学校児童会
阿川眼科
第一生命保険㈱立川支社
福永紙工㈱
富士見町住宅管理組合
高松学習館
㈱損保ジャパン
J-SA西東京支部
AIRジャパン西東京支部

■福祉機器･用品
中村　恵美子
日本電動式遊技工業協同組合
■その他
立川市赤十字奉仕団
藤田　紀代司
東京労音府中センター
前田　禄子
富国生命保険相互会社
　立川支社外野倶楽部
平野　章一
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地区 自治会名 募金額
富士見 富一東協和会 76,900

五月会 50,000
東親会 38,200
富士見町二丁目自治会 64,715
上富士町会 49,300
東親和会 40,120
富士見町４丁目西町会 40,300
富士見会 45,500
富士見町五の南町会 55,601
喜多町会 20,000
親生会 20,000
立桜会 22,910
富士見町多摩川団地自治会 57,900
富士見町住宅自治会 35,800
富士見町一丁目第3自治会 10,000

柴崎 しばさき会 56,200
柴一八幡会 47,400
柴一協和会 97,600
柴二東部会 26,400
柴富士会 10,000
柴二南明会 49,100
柴二共生会 57,800
南親会 40,300
柴中会 30,000
柴三北町会 15,000
柴四東親和会 110,300
柴西会 93,600
柴五会 42,000
都営柴六自治会 5,000

錦 錦東会 65,350
錦東和会 57,700
錦二の中町会 5,000
錦和会 41,200
錦みよし会 168,550
錦町五丁目親和会 111,500
錦六会 96,501

羽衣 羽衣会 94,350
羽衣町1丁目第2ｱﾊﾟｰﾄ自治会 6,950
羽衣本町会 160,850
東羽衣会 66,550
羽衣町二丁目北町会 98,000
羽衣町住宅管理組合自治会 22,601
羽衣町みのわ会 108,850
コープ西国立自治会 5,007
羽衣第3ｱﾊﾟｰﾄ自治会 10,000
都営羽衣町１丁目ｱﾊﾟｰﾄ自治会 5,000

曙 曙一東自治会 31,800
曙町一丁目西町会 59,600
曙一南自治会 79,050
曙町二丁目東和会 37,400
曙町二丁目西町会 33,600
曙二北町会 10,200
曙三東町会 30,000
曙町三丁目西和会 47,200
曙町三丁目仲和会 80,400
曙町三丁目ｱﾊﾟｰﾄ自治会 23,000
ベルシャトウ立川自治会 5,000

地区 自治会名 募金額
高松 高松町松友会 5,000

高松町一丁目協力会 99,600
高松町東友会 70,200
高松町二丁目仲和会 50,000
高松町南自治会 78,300
高松町三丁目松栄会 27,600
高松会自治会 32,200
共栄会 5,000

栄 睦会自治会 7,000
第二団地自治会 15,000
日の出自治会 20,000
弥生会 6,600
南砂川自治会 20,000
南栄会自治会 5,000
南部自治会 97,100
都営栄町5丁目ｱﾊﾟｰﾄ自治会 5,000
江の島道東住宅自治会 40,187
東栄会自治会 20,000
中砂自治会 27,300
新栄自治会 4,900
江の島自治会 5,000
親栄自治会 3,300
市営江の島住宅自治会 8,000

若葉 けやき台団地自治会 92,231
ときわ会 3,000
東会 3,000
十番組自治会 39,300
緑ヶ岡ﾊｲﾂ自治会 5,000
若葉町団地自治会 149,691
あすなろ自治会 20,000
若草会 10,000
太陽会 5,000
旭自治会 2,500
若葉自治会 1,200
はなみずき会 3,000

幸 九番組自治会 81,700
文化村自治会 11,650
すずかけ第3自治会 5,000
つくし自治会 17,300
西けやき台団地自治会 20,000
都営幸町第４自治会 10,000
幸町都営ｱﾊﾟｰﾄ自治会 9,800
幸友会 10,500
立川幸町団地自治会 53,800
幸町六丁目自治会 15,000

柏 七番組自治会 39,300
柏町六番組自治会 49,300
こぶし自治会 10,000
都営柏町自治会 12,100
都営柏町第二自治会 10,000
青柳自治会 5,000
五番組自治会 5,000
立川柏町住宅団地管理組合法人評議会 65,050
双葉自治会 13,300
北砂川自治会 20,000
みどり自治会 16,900
いずみ住宅自治会 5,000

地区 自治会名 募金額
柏 新青柳会 6,000

あざみ苑自治会 5,000
九重会 6,900
玉川上水さかえ野自治会 10,000
若杉会 3,500
上水ﾆｭｰﾀｳﾝ自治会 10,000
西部住宅自治会 10,400
砂7七夕会 600
トミンハイム立川泉町自治会 10,000

砂川 四番組自治会 16,000
三番組自治会 20,000
大山自治会 70,185
二番組自治会 10,000
一番組自治会 20,000
ﾊｲﾎｰﾑ立川参番町自治会 1,000
親交自治会 1,000
昭和の森町会 14,700
ﾊｲﾎｰﾑ立川一番町自治会 4,000

西砂 天王橋自治会 39,000
希望ヶ丘自治会 5,000
中里自治会 103,016
殿ヶ谷組自治会 51,400
西砂自治会 9,000
諏訪の杜自治会 9,500
都営松中団地自治会 46,350
西砂1けやきの会 3,100
エステート立川一番町住宅管理組合 40,700
コープタウン立川一番町管理組合 11,300

自治会総合計 4,878,715

ご加入いただき、ありがとうございます。 （平成 22年 11 月 16 日～平成 23年 1月 12 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
立川市食器再使用推進協議会

（平成 23年 1月 11 日現在）

（平成 23年 1月 12 日現在）

総合計 地区募金 4,878,715 円 ＋ 一般募金 1,499,870 円 ＝ 6,378,585 円

平成22年度　歳末たすけあい募金　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。

平成22年度立川市社会福祉協議会会員・会費　自治会一覧（追加分）
ご協力いただき、ありがとうございます。

合計内訳 : 準会員 43名　正会員 172 名　賛助会員 8名　特別会員 0名　団体会員 0団体　合計金額 :106,800 円

寄付者名 募金額
一般 匿名 5,799

西東京臨済会 100,000
恵光院立川不動尊 10,000
匿名 1,000
匿名 1,000
立川駅北口農産物直売実行委員会 21,824
磯野　俊雄 100,000
匿名 3,000
京セラ㈱ 30,000
京セラ㈱ 14,600
匿名 1,000
立正佼成会立川教会 100,000
立川市子ども会連合会 304,742
立川市老人クラブ連合会 516,458
匿名 2,000
匿名 500
匿名 1,000
匿名 10,000
立川市明るい社会をつくる会 148,469
ボーイスカウト第3団 20,000
財団法人小原流立川支部 32,250
立川市役所職員 62,543
匿名 100
立川市社会福祉協議会職員 12,185
匿名 1,000
匿名 400

総合計 1,499,870

自治会名 準 正 賛 特 団 合計数 会費額
五月会 1 111 5 117 60,700
錦二の中町会 50 3 53 28,000
曙町二北町会(追加) 6 6 3,000

自治会名 準 正 賛 特 団 合計数 会費額
新栄自治会 42 3 45 14,100
けやき台団地自治会(追加) 2 2 1,000

地区 自治会名 募金額
富士見 富士見町多摩川団地自治会 33,160

富士見町一丁目第3自治会 10,000
柴崎 柴三北町会 15,000
羽衣 羽衣町1丁目第2ｱﾊﾟｰﾄ自治会 21,700
曙 曙町一丁目西町会 56,100

曙二北町会 7,000
高松 高松会自治会 49,470

共栄会 30,400

地区 自治会名 募金額
栄 新栄自治会 4,700
若葉 十番組自治会 5,000
柏 こぶし自治会 10,000

立川柏町住宅団地管理組合法人評議会 52,400
上水ニュータウン自治会 10,000
西部住宅自治会 6,100

砂川 三番組自治会(追加) 500
ハイホーム立川参番町自治会 500

地区 自治会名 募金額
西砂 諏訪の杜自治会 9,300

コープタウン立川一番町管理組合 9,100
自治会総合計 330,430

寄付者名 募金額
一般 匿名 500

匿名 100
立川市役所職員 3,391

総合計 3,991

（平成 23年 1月 12 日現在）

総合計 地区募金  330,430 円 ＋ 一般募金   3,991 円 ＝ 334,421 円

平成22年度　赤い羽根共同募金　自治会別集計一覧（追加分）
ご協力いただき、ありがとうございます。
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連
絡
先

「NPO法人の立ち上げを考えているけれど、設立までにはどんな準備が必要なのだろ
うか」「法人格をとったらどんな実務があるのだろうか」など・・・。こんな方はぜひご活
用ください。

NPO法人だけではなくボランティアグループや市民活動団体などで、グループ運営
の実務をされている方にもご活用いただける内容です。

 日 時： ①2月16日（水）  「NPO法人設立ガイダンス」
  ②2月22日（火）  「定款のつくり方」  講師：池澤良子さん
  ③3月   5日（土）  ｢NPO法人の会計・税務｣  講師：内藤純さん
  ④3月   9日（水）  「NPO法人の労務」  講師：井嶋栄治さん
  ※必要な回のみの選択も可能です。
  ①②④は19:00～21:00　③は10:00～15:00

 会 場： ①②④は女性総合センター・アイム（立川市曙町2-36-2）
  ③は立川市総合福祉センター（立川市富士見町2-36-47）
 対 象：  NPO法人格取得を検討されている団体の方・NPO法人・非営利

団体で実務を担当されている方・NPO活動に関心のある方
 定 員： 各回30名（申込順）
 参加費： ①②④500円　③2,000円
 申込み:市民活動センターたちかわ（武田・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://tachikawa-shakyo.jp/skct/

　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

■23夜サロン「認知症の方の心と生活を支える工夫」

グループホームヴィラ・フェローホームズの責任者が日常の生活の中からの取り組み
をわかりやすくお話いたします。23夜サロンは、認知症のご家族をお持ちの方、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回開催いたします。
 日　時：2月11日（金・祝）　13:30～15:30
 場　所：ヴィラ・フェローホームズ　1F（立川市富士見町2-36-43）
 その他： ミニデイ体験も行います。ご家族の一時預かり・ご自宅までの送迎

もいたします。気軽にご相談ください。（無料）
 申込み・問合せ :社会福祉法人恵比寿会　市民講座係
  ☎ 042-523-7601/Fax：042-523-7605
  * info@fellow-homes.or.jp

■講演会「協働でめざす殺処分0」

動物の問題を一緒に考えてみませんか。熊本市より講師をお招きして講演を行
います。
第一部
　1.「殺処分ゼロに向けた取り組みと組織づくり」
　　講師　熊本市動物愛護センター　所長　松崎正吉さん
　2.「協議会の取り組みと組織運営」
　　講師　熊本市動物愛護推進協議会　会長　松田光太郎さん
第二部
　パネルディスカッション
　「動物問題の共通認識から地域猫まで」
　　熊本市ボランティア代表　動物愛護推進員　西川真理子さん

 日　時：2月12日（土）　14:00～17:00
 場　所：立川市女性総合センター・アイム（立川市曙町2-36-2）
 定　員：180名程度（先着順）　入場無料・事前申込み不要
 問合せ：☎ 090-9102-6623（宮本さん）

■子育てで頑張っている心と体・・・私たちと一緒にリフレッシュしよう

寒くなると小さいお子様や赤ちゃん連れだとおうちに篭りがちだと思いますがいかがで
すか。寒さでちじ縮こまった体を動かしてみませんか。
月に一度、講師の先生に来ていただき、体の凝りを解し、歪みを直していくような運動

を加えながらバランスボールを使い、体を動かしています。
赤ちゃん連れや小さなお子様連れも大歓迎です。（保育なし）

 日　時：2月7日（月）　10:00～12:00
 場　所：若葉会館（立川市若葉町3-34-1）
 定　員：5名
 参加費：800円　ボールレンタルは別途200円
 持ち物：汗拭きタオル、水筒、動きやすい服装
 申込み：開催日の1週間前までにメールでお申し込みください。
  はぐはぐ 　* hugtachikawa@hotmail.com（大石さん）
   ☎ 042-522-8312（合代さん）

■東京賢治の学校　自由ヴァルドルフシューレ　公開発表会

○1～2月の発表会
 日　時：2月11日（金・祝）　12年生・卒業劇
  2月26日（土）　小中高・オイリュトミー発表会
  ※時間についてはお問合せください
 場　所：アミューたちかわ（立川市錦町3-3-20）
○小中高　学習発表会

 日　時：3月5日（土）　9:00～11:00
 場　所：東京賢治の学校　自由ヴァルドルフシューレ
 問合せ：NPO法人東京賢治の学校　自由ヴァルドルフシューレ 
  （立川市柴崎町6-20-37）
  ☎ 042-523-7112/ Fax：042-523-7113（鈴木さん）
  * info@tokyokenji-steiner.jp
  URL：http://www.tokyokenji-steiner.jp

■コミュニティビジネスを継続するための「人」、「お金」、「地域」について

地域にとって欠かせない存在となりつつあるコミュニティビジネス。5年、10年と継続
していくためにはどうしたらいいのか考えていきます。
 日　時：2月19日（土）
  フォーラム　13:00～16:30　　交流会　16:30～17:30
 場　所：たましんWinセンター（立川市曙町2-8-18）
 参加費：1,000円
 内　容：①基調講演
  　講師 佐藤大吾さん（NPO法人チャリティプラットフォーム理事長）
  ②トークセッション
  　ファシリテーター　樋口明彦さん（法政大学社会学部准教授）
  ③意見交換（ワールドカフェスタイル）
 申込み：立川市協働推進課
  ☎ 042-523-2111（内線2628）
  * kyoudousuishin@city.tachikawa.lg.jp

■第7回大作展～平面・立体～

みなさん授業の一環として校内展では、ものを造ったり描いたり、また共同制作の喜
びを体験したことと思います。そこでお友だちの作品からかたちのおもしろさや色の美し
さ、アイデア等を発見し感動したと思います。
先生には、世界に一つしかない作品だよとほめられたことがあると思います。これこそ

がアートの教科だからです。今回学校から一歩出てアミューたちかわに来てみませんか。
大作品がみんなをときめかせてくれると思います。作家とのお話しもできる時間も用意しま
した。第二部は作品の助言・講評の時間も用意しておりますので、作品をご持参され
るのも自由です。
 日　時：2月26日（土）　第一部 大作品をみて心が躍る 11:00～12:00
   第二部 絵を語る集い 14:00～16:00
    前半　会場での作者による作品紹介
    後半　ディスカッション

イベント・講習・講座

NPO法人・非営利団体のための運営実務あれこれ講座



7

■ヨーガ60の会員募集

ストレスの多い現代社会ですが、ちょっとだけ自分の体に向かい合って気持ちの良い
時間を過ごしてみませんか。
60代の女性を中心とした少人数のサークルなので、初心者の方でも1人ひとり丁寧

にみてもらえます。ヨーガの易しいポーズやストレッチ、筋トレなどと共に、日常生活のア
ドバイズなど講師のお話しも興味深く、和気あいあいとやっています。
 日　時：毎月第1・3水曜日　10:00～12:00
 場　所：錦学習館（立川市錦町3-12-25）
 参加費：入会金1,000円　月謝2,200円　
  初回体験無料、まずは一度のぞいてみてください
 申込み・問合せ：☎ 042-523-5098（永井さん）

■キューティ・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。
○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キササイズ
・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：☎ 042-511-4210（竹原さん）　※夕方以降に連絡お願いします。

■麻雀クラブ花ショーブ会員募集

健康麻雀を楽しみませんか。認知症予防と老化防止になります。
毎週木曜日の午後12時30分から16時まで楽しく遊びませんか。初めての方、
興味のある方、お気軽にお問合せください。
 日　時：毎週木曜日　12:30～16:00
 場　所：立川市高松町3-20-18　　参加費：月200円
 問合せ：☎ 042-525-2445（岸野さん）

ひと・モノ・募集

 場　所：アミューたちかわ（立川市錦町3-3-20）
 申込み・問合せ：WILL美術家会事務局　☎ 042-536-1221

■みんなの展示場　中村洋久絵画館からのお知らせ

○柴崎館　2月展示のお知らせ
・山村光子と仲間たちの「和紙ちぎり絵展」

柴崎館のオープン記念として山村光子さんが中心となって、同好会仲間と開催。
風景から静物など幅広い分野で和紙をちぎって描いた大小の作品、水彩画30点
を展示。
 期 間： 2月5日（土）～27日（日）　土日祝日開催　10時～16時　　　

希望により平日も可
・久我修一「水彩スケッチ同好会」会員募集

生涯学習でスケッチのワンランクアップを目指している方々にプロ画家が丁寧
に指導、経験者歓迎。
 期 間： 4月10日（日）～開始　第2日曜日　10時～14時30分　　　 

1年で修了 継続可
 締切り：2月20日（日）まで、申し込み者には3月中旬に文書で通知
 会 費：4時間で3,500円　入会金なし

○錦町館　2月展示のお知らせ
・第3回　手作り「年賀ハガキ展」

皆様から「みんなの展示場」に届けられた手作り年賀状、版画、スケッチ、絵手
紙などのハガキ絵を展示。
 期 間： 2月5日（土）～27日（日）　土日開催　10:00～16:00

 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）
   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。

■こども・ことば・こころ～言語療法の仕事の中から～

　言語障害教育の仕事を長く続けていらっしゃる長濱ヒサさんの講演会です。
人は「ことば」を獲得し、「理（ことわり）」を理解し「こころ」を育てていきます。障害の
有無、年齢に関係なく「ことば」を必要としている人たちひとりひとりに100％の思いで向
き合ってこられた長濱ヒサさんのお話を、是非多くの方に聴いていただきたいと思います。
 日　時：3月1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）
 参加費：無料  定　員:40名
 申込み・問合せ：子育て支援ボランティア　ミニトマの木
    ☎ 042-536-0304（谷さん）

■陶芸・陶板教室

「次世代への緑豊かな環境教育」として、バイオマス（生物由来系）陶芸・陶板記念
プレート作り。陶芸教室は電動ろくろや手ろくろを使用して世界に一つのマイカップ作りな
ど、陶板記念プレートは、平板など自由に3枚創作、2枚は街の環境緑化・美化活動な
ど歴史刻む思い出プレートになります。1枚は持ち帰り自宅のインテリアなどに使えます。
作業はバイオマス土練り、創作、乾燥、素焼き、色付け、本焼きを得て完成させます。
 日　時：2月5日（土）、19日（土）、3月5日（土）、3月19日（土） 13:30～16:00
 場　所：たまがわ・みらいパーク（立川市富士見町6-46-1）
 参加費：陶芸教室　大人10回初級コース（材料代1回800円）
  陶板教室　親子2回～3回コース（材料代1回500円）
 その他：陶板教室は大人の付き添い要・持参するものはエプロン・スリッパ
 申込み・問合せ：☎ 090-6105-1433（兼路さん）
    Fax：042-848-4657（たまがわ・みらいパーク事務室）

■シニアのための簡単で楽しいパソコンケータイ「スマートフォン」無料講演会

今回は新しい講習会のご案内です。
最近TVや新聞で「スマートフォン」という言葉をよく見かけませんか。「スマートフォン」

とはパソコンと携帯電話の機能を融合させた多機能携帯電話のこと。インターネット・
電子書籍・ゲーム・ナビなど様 な々シーンで活用できる機能が満載です。

NTTドコモの協力を得て、最新の機種で判りやすく・ゆっくりと教えます。ご参加お
待ちしております。
 日　時： A 2月14日（月） 10:00～12:00　B 2月14日（月） 13:00～15:00
 場　所：東京都立多摩社会教育会館 2F 202研修室（立川市錦町6-3-1）
 参加費：無料　A・B共　定員10名（先着順）
 対　象：女性40歳以上、男性60歳以上
 申込み・問合せ：シニア倶楽部・パソコン教室
  ☎ 090-8596-4110/042-587-1876（濱田さん）

■カウンセリング無料講演会「新しい時代の生き方の選択」

誰でも、前向きに生活したいという願いを持っています。今の時代に適した新しい生
き方のヒントを心理カウンセリングの視点からやさしく解説します。
 日　時：2月25日（金）10:00～12:00
 場　所：アミューたちかわ（立川市錦町3-3-20）
 定　員：70名　要予約・先着順
  終了後、「家庭内の問題」無料相談会（要予約 :10名まで）
 講　師：坂田雅彦さん（家庭問題カウンセラー・行政書士）
 申込み：☎ 042-548-4456（NPO法人ライブリー内田さん）

■第4回武蔵野開拓の原点を訪ねて

NPO法人立川教育振興会の多摩地域の歴史・自然散策の事業の一環として東
大和郷土博物館・狭山公園周辺を散策します。
 日　時：3月27日（日）　モノレール上北台駅に10:00集合
 場　所：東大和郷土博物館（東大和市奈良橋1-260-2）・狭山公園周辺
 費　用：300円（保険料・資料代など）
 講　師：豊泉喜一さん（NPO法人立川教育振興会顧問）
 問合せ：☎ 042-537-3540（木内さん）/☎ 080-6688-3132（清原さん）

■地域発見“ジャズコンサート”

　 ～飛行機の飛ぶ街にジャズが流れた～

立川のバックボーンはジャズと飛行機、という
関雄策さん（a.b.c.Lab.バンドリーダー）のお
話と、ビックジャズバンドの演奏。柴崎学習館
の喫茶店「たんぽぽ」によるカフェタイムサービ
スもあります。
 日　時：3月27日（日）13:30～15:30
 場　所：柴崎学習館（立川市柴崎町1-1-43）
 定　員：150名（先着順）
 参加費：演奏会は無料、カフェタイムサービス（400円程度）
 その他： 曲目（予定）「ムーンライトセレナーデ」「茶色の小瓶」
  「シング・シング・シング」ほか。
  保育あり（1歳以上学齢前まで 若干名・要予約）
 申込み・問合せ：柴崎学習館　☎ 042-524-2773 ※8:30～17:00まで

■新春!俳句とお茶会氣功

2月3日が陰暦の1月1日です。
2011年の始まりは、日本古来の俳句とお抹茶の氣など楽しく氣の交流をしながら、

皆さんとともに楽しみましょう。ソルトルーム（温かい塩のお部屋）で、細胞の汚れと古
い氣と心身のリフレッシュ。
※ 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。

 日　時：2月6日（日） お茶会13:30～16:00（途中参加もできます）
   ソルトルーム15:00～17:00　1回20分
 場　所：NPO法人円十字協力（立川市錦町1-15-19）
 参加費：お茶会　1,500円
  ソルトルーム20分　1,000円
 申込み・問合せ：☎ 042-528-0036
     * info@enjuji.org（千葉さん・野原さん）
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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

◆入ってみないとわからないお店があるように、知って話す
と良さのわかる人がいる。人の輪を大事にしたい一年です。
（晶）
◆「ただいま」の映画を見て、その人らしくいられる居場所で
受けられる介護、家が大好きだった義父母をなつかしく思い
出しました。（英）
◆昨夏の猛暑で、年始の極寒は地球空調装置がエネルギー
調整中かも、でも平年並みが無難だ。（尚）

※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、5月1日です。

学費・高校受験料をはじめ、 
各種貸付を行っています

社会福祉協議会では、他の金融機関からの
借入れが困難な所得の少ない世帯や障害者世
帯・要介護高齢者の属する世帯の方々に、低利
（無利子または3％）で資金を貸付けることによ
り、世帯の自立更生・社会参加を応援していま
す。また中学3年生・高校3年生の塾代や高
校受験料の貸付（一部免除要件あり）など、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。

◆問合せ　総務係　☎042-529-8300


