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◆開所日・時間◆ 

（月）～（金）  ８：３０ ～ １９：００    (土） ８：３０ ～ １７：１５ 

＊（日）・祝日はお休みです 

～夏体験ボランティア２００３なにかがはじまる夏～ 

   市民活動センターたちかわ
は、ボランティアやＮＰＯ・地

域活動などあらゆる市民活

動をサポートするセンターで

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● 
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               夏！体験ボランティア２００３   
                 なにかがはじまる夏 

学校から、夏休み中に                  あの子、将来育士になりたいから、   

ボランティアをするようにって         「まず保育園でボランティアやりたい」なんて 

課題が出されているんだけど、          言い出したけど、だいじょうぶなのかしら？ 

なんかめんどうくさいなー。            自分のことだってきちんとできないのに、      
それにさー、ボランティアなんて              受け入れてくれる施設の人たちに 

どうやってやったらいいか                    迷惑がられないかしら？ 

わからないしさー。 

どうしたらいいんだろう…               中３の娘を持つ母 

        高２ 男子 

                                今年もボランティアさん、 

 せっかくの夏休み！                      たくさん来てくれるかな？ 

新しいなにかを求めて、                         利用者の方が 

いっちょやってみるか、                  とても楽しみにしているのよね。 

ボランティア！！                               施設職員 

    高１ 女子 

 

 

                               

さあ、いろいろなひとのなにかがはじまります！ 

ただいま、参加申込み受付中！（７月１０日木曜日しめきり） 

 

オリエンテーション★７月１１日(金)１８:００～２０：００ 
          ７月１２日（土）１０：００～１２：００ 

（参加希望者は必ず出席してください） 

          

               どんなきっかけでもいいんです。あなたの一歩を応援します。 



           ●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● 
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       ●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● 

まちネタ★ひとネタ ・・知ってる人は知っている！「松中の日本語教室」 
このコーナーでは、このまちのあれこれについてネタを提供します。 

まちの中にはけっこういろんな出来事が・・。 
 
＞＞土曜夜の小学校の一教室。小さな机を寄せ合って・・ 
   「ここが痛い時はなんて言ったらいい?」（参加者）「そこは首というのよ」（ボランティア）
「首？がいたい・・仕事をクビになるとおんなじ首ね～？！」（参加者） 机を囲んだいく
つものグループは、時に笑いがおこりながらにぎやかだ。  

  参加しているのは、松中団地や一番町周辺に住む中国から帰国した人たち。２年前
からスタートしたこの教室には現在４３名の参加者がいる。 

 
＞＞「自転車を降りてあいさつしあうようになったんだよ。これが何より嬉しくてさ」 
   「住民からの苦情はひっきりなしだったんだよ」と団地自治会メンバー。ゴミの出し
方、あいさつなくすれ違うなど、生活習慣の違いが、周囲の不安をかりたてた。一方、

「市役所や病院にいっても用事が果たせない」「自転車がなくなった時どうしたらいい

のか分からなかった」と帰国者の人。 
  「日本語をただ教えることが目的ではない。お互い声をかけ合えるようになることが
大事」とのボランティアの人の言葉に、この教室が果たしている役割の深さを感じる。 
  口コミで参加者が日に日にふくれあがり、気が付くと団地集会所では手狭になって
いた。  ６月からは団地に隣接する松中小学校の教室を使えることに。「これで団地外
の人も来やすくなれるといいなぁ。ゆくゆくは多様な国の人が集う教室にしたいんだ!」と   

                                           自治会やボランティアの夢は広がった。 
 
あなたも「松中団地生活日本語教室」のボランティアにトライしてみませんか? 
  教室に参加を希望する方が急増しています。ボランティアスタッフ大募集中! 
中国語ができなくてもOK!指導方法は活動しているボランティアがお伝えしていきます。 
  ●連絡先   松中団地自治会事務所 担当:喜友名(きゆな) ０４２－５３１－８８３０まで、ＦＡＸでご一報ください。 
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★ 「なんでも遊び塾」にトツゲキ！★ 

 砂川地域の大人たちが手を組んだ！子供にかかわる多くの団体から新たに構成された「立川市砂川地域３世代

交流推進委員会」が実施の主体。自然体験・歴史探訪・工作教室でのものづくり等を実施し「遊び」をとおして親子

で生活文化・地域文化を継承し、その中から子ども達が自ら「生きる力」を身につけ、人間性豊かに育っていくことを

ねらいとし、３世代交流を持ちながらの「子供の居場所づくり」を提案している。    

 年間を通して様々な活動を展開していく予定で、今日お邪魔した「ヤゴの救出大

作戦！」がその第一回目、子供たちは開始前からす

でにプールで大はしゃぎ！日ごろ家の中で過ごしている

おとうさんも、この日は子供のためにお休み返上。おじ

いちゃんと参加している子どももいた。「これがほんとの

３世代交流なんだよ」と代表の柴さんが話してください

ました。「こういうのって必要なのよねぇ～」子供達の様

子をみて会話をしているおかあさんの言葉が耳に残りま

した。 「何でも遊び塾」の７月の行事は「麦うち体験」と「親子自然観察会」の２回。詳

しくお知りになりたい方は、柴さん（代表）０４２－５３６－１９５５ 高橋さん（事務担当）０４２－５３５－２７１９ まで 

■そのほか市内の自然といえばこんな活動も・・・■ 
○玉川上水の自然保護を考える会   ○富士見町に蛍を呼ぶ会   ○立川がいせんを守る会   ○手づくり公園の会 

○子供エコクラブ     などなど         ――――詳しくお知りになりたい方は市民活動センターたちかわまでお問合せください。   

  

 
 ～自然編「極楽トンボ？！な救出作戦」～ 

救出されたヤゴ達 
子供たちも真剣そのもの 

手づくり餃子の作り方。今日は帰国

者の皆さんが先生です。 



◆アートワークショップ「ハチャメチャ音楽パーティーを開こ

う！」参加者・ボランティアの募集 
 都立立川養護学校では下記の日程でアートワークショップを
行います。楽しく絵を描いたり、工作をして、その作品を使って

愉快な音楽パーティーを開きます。 

 日時：平成１５年9月20日(土)、9月27日(土)13:00～15:30 

     平成１５年10月4日(土)    12:30～15:30 

 場所：都立立川養護学校 体育館 

 受講料：1回につき100円（材料費） 

 募集人数：20名（知的障害のある社会人の方）  

 申込締切：8月31日（日）消印有効 

＊ ボランティアは高校生以上 

 申し込み・お問い合わせ 

都立立川養護学校 担当 高橋（中等部） 泉（高等部） 

電話 ０４２－５２４－３０７５  FAX ０４２－５２２－４１５８ 

  

◆みんなで表現♪イメージ遊びをしよう 
   アフタフ・バーバンの赤さんと青さんがやってきます。テイクオフ

では、毎年恒例の企画です。みなさんも参加しませんか？ 

 日時：平成１５年7月6日（日）   14：00～16：00 

 会場：立川市高松会館 和室  定員：３０名 

 参加費：飲み物代として１00円 

 問合わせ・申込み 

  地域デイサービス  テイクオフ （担当：古市） 

   立川市高松町1－20－5  Tel/Fax 042-527-9203 

    

◆テイクオフ祭り 
   今年もテイクオフを皆さんに知ってもらうためにバザーを開きま

す。模擬店やゲームコーナーもあります。皆さん来て下さい。お

待ちしています。 

 日時：平成１５年7月21日（月）   11：00～15：00頃 

 会場：テイクオフ（立川市高松町1-20-5） 

   ※当日、駐車場はないので車でのご来場はご遠慮下さい。 

   ※雨天決行です。 

 問合わせ 

  地域デイサービス  テイクオフ  Tel/Fax 042-527-9203 

 

◆グループホーム「みち」の再建に向けて 

                           皆様のご支援をお願いします！ 

   グループホーム「みち」が火災により全室使用不能となってし

まいましたが、自立のためグループホームを必要とし、親元や病

院で入所待ちしている多くの方々のために再会したいと考えて

おります。入居者への支援に伴う活動費・新しいグループホー

ムを立ち上げるための物件確保を中心とする費用として300万

円余りを必要としてます。私どもも努力いたしますが、皆様の

温かいご協力を頂きますよう、心からお願い申し上げます。 

   送金先：郵便振替  00180-2-739610 

   名  義 ：「府中梅の木会」 

   お問合せ先：Tel 042-334-9766/Fax 042-368-5337  

  呼びかけ人：府中梅の木会  会長 野村忠良  

  

◆講演会｢知って得する税の話｣ 
   今回は「生前贈与」と「パート収入の税金」についての講

習。相談したいという方には「税金なんでも個別相談」もあります。 

 日時：平成１５年7月20日（日）  

     講演    13:00～14:00（20名）   申込順     

     個別相談 13:00～16:00（1人30分） 予約順 

 会場：伊勢丹立川店6階ハートフルステーション 

  講師：東京税理士会立川支部税理士 

 問合わせ・申込み 

   社協あいあいステーション Tel 042-540-7484 

 

◆僕、みんなとちがっている？…一人一人の特性に応じて… 
   見た目にはわかりにくいため、誤解されやすく、学校で学力の

修得や集団への適応がしにくい子供たち（ＬＤ及びその周辺）

の特性を活かすには、どう関わればよいか、学びたいと思いま

す。地域の皆様にもご理解と関心をもって戴きたいと思います

ので是非、ご参加ください。 

 日時：平成１５年7月26日（土）   14：00～16：00 

 会場：高松公民館視聴覚室 

  講師：佐々木 徳子氏 （ＬＤ学会常任理事  他） 

 定員：５０名・保育なし 

 参加費：資料代として800円 

 問合わせ・申込み 

  先学習に困難を示す子供を支援する会  サンライズ 

    事務局 (藤巻) 527-7450  FAX・電話 

             (武田) 537-3532  FAXのみ 

  情報コーナー■ 
  ～イベント・講習・講座・ボランティア情報など～ 

●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● 

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毎月掲載しています。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。掲載ご希望の方は毎月２０日までにご連絡ください。 

ここに掲載されている情報の詳細に関して

は、直接主催団体にお問い合わせください。 

●   ●   ●   イベント・講習・講座   ●   ●   ● 
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◆第8回シニア健康スポーツフェスティバルTOKYO 

                       参加者募集 
 内容：ゲートボール・ラージボール卓球・ソフトテニス・ソフト 

     ボール・弓道・テニス・剣道・ロードレース・ペタンクの9種目 

     期間は10月2日（木）～11月1日(土)会場・各種目により 

     ことなります。初心者歓迎。 

 対象：都内在住で平成16年4月1日に満59歳以上の方で 

     健康で競技可能な方 

 参加費：一人1,000円（監督、選手問わず） 

 申込期間：7月1日（火）～7月31日（木）〔消印有効〕 

  申込方法：所定の払い込み用紙に必要事項を記入し参加 

 費を振り込む。申込書類は7月1日より各区市町村の高齢       

 福祉主管課や社会福祉協議会、下記で配布。 

 問合わせ先： 財団法人 東京都高齢者研究・ 

                         福祉振興財団  シニア健康スポーツ係り 

   〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 

    Tel 03-5206-8732 /Fax 03-5206-8742  

 

◆ホームヘルパー養成研修2級課程の受講者募集 
 日時：平成15年7月12日～8月19日〔火・木･土曜日の 

     午前・午後〕 実習は8月20日～9月20日の間 

 場所：講義 やわらぎ・にんじん協議会 研修センター 

     実習 立川市、日野市、東村山市、日の出村など 

 費用：受講料 50，000円 テキスト代 6，800円 

  定員：40名  

 申込期限：７月８日（火）17：00まで     

 申込方法：「講習の案内」を請求後、申込用紙を提出。 

 問合せ先：ケア・センターやわらぎ本部 担当：石川（正） 

 Tel 042-523-3552 /Fax 042-523-7077 

 

◆難病や障害をもつ子どもたちの家族キャンプ「キッズ・

ファースト」みんなと出会おう！ボランティア大募集 
   患児一人一人の担当になり、生活を共にします。必ず、親

御さんがいるので何でも尋ねてください。また、兄弟の健常児の

「キッズ団」担当のﾎﾞﾗさん、ｲﾍﾞﾝﾄ・遊び担当ﾎﾞﾗさん・一芸を

お持ちの方々、大歓迎!！ 

 日時・場所： 

      7月25・26・27日 〔長野県〕 JR大糸線 一日市場駅 

      8月 9・10・11日 〔山梨県〕   JR中央線 小淵沢駅 

      8月22・23・24日 〔秋田県〕 JR羽越線 象潟駅 

    11月22・23・24日 〔香川県〕  JR高徳線 さぬき津田駅 

 参加費：10,000円（2泊3日 宿泊費・食費・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険） 

  条件：原則として、現地集合・現地解散。 

  申込方法：下記へ連絡ください、参加申込書を送付します。 

 連絡先：財団法人日本児童家庭文化協会 

   151-0061東京都渋谷区初台1-32-25宮田ビル2F 

    Tel 03-5365-1422 /Fax 03-5365-1435  

    e-mail：iwcfa@wc4.so-net.ne.jp  担当：五十嵐、志戸 

 

◆夏！九番の森にて2日間連続立川プレパーク開園 
   プレパーク(冒険遊び場)は「自分の責任で自由に遊ぶ」を掲

げ、土・木・水・火などの自然素材を使い、自由に冒険的な

遊びを展開し、楽しく過します。どなたでも参加できます。 

 日時：平成１５年7月20日（日） 10：30～17：30 

                             21日（月）  10：30～15：00 雨天中止 

 場所：川越緑地（九番の森）古民家園裏の林 

  受付：当日会場にてお願いします。 

 費用：100円（保険代） 

  持ち物：お弁当、飲み物、着替 

  参加：子どもだけの参加は、緊急連絡先と名前が受付に 

           わかるようにお願いします。 

  問合せ：立川プレパークを考える会事務局 

              尾又 TEL 042-523-9381 

  

◆青空学校東久留米教室指導者募集 
   子どもたちの野外教室・体験学習を共につくってくれるﾎﾞﾗﾝ

ﾃｨｱ指導員を募集。当日だけでなく会議から関われる方希望。 

 日時：平成１５年8月15日（金）～17日（日） 〔2泊3日〕 

 場所：東久留米市立滝山小学校（校庭で野営・炊飯） 

 参加費：2,000円 

  条件：高校生～25才ぐらいまで 

          交通費実費なのでなるべく近隣の方 

 連絡先：TEL0424-68-2413 （ふるうち） 

              e-mail：info@kurume.aozora.jp 

   ※詳しい活動内容はHttp://kurume.aozora.jp/へ 

●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● 

●    ●    ●     ひと・モノ・募集    ●    ●    ● 

◆泊まりの介助ができる人（女性）を探しています 
 重度の脳性マヒのため一人で立てないので、日常のことができ

ません。普段一人で生活をしていて淋しいので話し相手にもなっ

てほしいです。まずは、一度お会いしてからお互い決められたらと

思います。 

○ 活動時間 (木) 21：00～(金) 9：00の12時間 

○ 活動場所 自宅（立川市曙町3丁目） 

○ 活動内容 着替えや移動、トイレの介助や寝返りの補助 

                      ※体重は40kgです 

○ 活動料      1時間￥1,200 

○ 連絡先     小此木（おこのぎ）由紀子  042-528-5883 

 

◆ボランティアさん募集します 

 養護学校や身障害児学級に通う子供たちが、毎週土曜日

に集まってリトミックやお絵描き、リズム体操などで楽しいひと時

を過ごしています。子供同士で遊ぶことが苦手ですが、大人が

目を配りながら手助けすることでお友だちとかかわりを持ち楽し

い遊びの世界を広げることができます。一緒に遊んでくださる

方、または講師のお手伝いをしてくださる方など、、ボランティアさ

んの応援をお願いいたします。 

○ 活動日時  毎週土曜日の午前中（多少変更あり） 

○ 活動場所  立川市総合福祉センター 

                     立川養護学校 など 

○ 問合せ先   立川手をつなぐ親の会 

                      090-1461－7522（尹＜ゆん＞） 
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●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● 

 ６月５日の読売新聞の朝刊１面に、「ボランティア」、「ＮＰＯ」無断使
用禁止！？ 角川ホールディングス商標登録と載っていた。本文を読ん

でいくと、角川側は二つの言葉を商標として独占的に使用できることに

なるため、「無料の会報などを除き、新聞、雑誌などのタイトルに無断で「NPO」、「ボランティア」の名称を使うと商標権侵害

に当たる可能性がある」、「東京や大阪のNPOなどが、「一企業がこの種の言葉を商標として押さえるのはおかしい」と反発を

強め、特許庁への異議申し立てを検討している。」、「角川書店総務人事部は、「NPOやボランティア活動を紹介する新し

い雑誌のタイトルに使う構想があるので登録した。NPOやボランティア団体が出版するものにまで、商標権がどうのこうのと言う

つもりはない」としている。と書いてあった。 全国社会福祉協議会からのメール配信を見ると「全国ボランティア活動振興セン

ターが複数の弁理士に確認したところ、基本的には「ボランティア」、「NPO」の文字を含む使用については可能とのこと。」との

見解。なお、今後さらに法律関係者などと相談して、対応について慎重に検討を進めていくとありました。 

 う～ん、何と言えばいいのか、「商魂たくましい」というか、「先を読んだ事業展開」というか、「NPOを含めいろんな環境やネット

ワーク」を考えないというか･･･。みなさんは、どう考えますか。因みに登録商標を無断で使用した者は、５年以下の懲役または

５百万円以下の罰金、法人は一億五千万円以下の罰金に処せられるようです。 

トピックス ● ＮＰＯ、ボランティア商標登録？ 

◆子どもサポーターズ☆マッチング基金 
 青少年育成NPO/NGOの基盤強化を図り、団体

運営･活動継続能力の強化と、青少年の健全育成

に有効な「事業」の質を更に高め、事業実施能力を

高めるために助成を行います。 

  ■対象団体  

 1） 法人格の有無を問わず、日本国内に活動拠点 

      を有する団体（NPO/NGO） 

 2） 原則として、当該事業分野における2年間以上 

      の活動実績を有する団体 

 3） 青少年のニーズに基づき、青少年の自立と、健全 

     な成長に資する事業を行っている団体 

 4） 日本国内に在住する、主として5歳～25歳の青少年を 

     対象とした事業を、継続的に実施している団体 

  ■申請方法および期限  

 申請書類は必ず書面にて、下記事務局宛にお送   

   り下さい。 

 平成15年７月１日～７月３１日（消印有効） 

  ■問合せ･申込み先  特定非営利活動法人 

   青少年育成支援フォーラム（JIYD） 担当/鈴木 

  〒108‐0074 東京都港区高輪4-10-63-202  

  TEL/03-3440-3373  FAX/03‐3440‐4447 

◆環境サポーターズ☆マッチング基金 
   環境に配慮したエコライフへの転換を促進するために

活動を行っている環境（学習･教育） NPO/NGOの基

盤強化を図る。 

■対象団体  

 1） 法人格の有無を問わず、日本国内に活動拠点 

      を有する団体（NPO/NGO） 

 2） 原則として、当該事業分野における2年間以上 

      の活動実績を有する団体 

 3） 環境問題の改善、解決に継続的に取り組む団体 

 4） 定款、寄付行為もしくはこれに準ずる規約を有すること 

 5） 金銭の管理が確実に行える体制を有すること 

 6） 政治、宗教活動を目的とする団体ではないこと 

  ■申請方法および期限  

 申請書類は必ず書面にて、下記事務局宛にお送   

   り下さい。 

 平成15年７月１日～７月３１日（消印有効） 

  ■問合せ･申込み先  特定非営利活動法人 

   地球と未来の環境基金（EFF） 担当/古瀬 

      〒107-0052 東京都港区赤坂4-4-8 

                                赤坂伊藤ビル2F  

  TEL/03-5775-3536  FAX/03‐5775‐3599 

●    ●    ●    助成金情報   ●    ●    ● 
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◆～パソコンを教えて下さる方募集～ 
 30代の男性、事故の後遺症で記憶障害などがありま

す。現在はリハビリをしながら在宅生活を送っています。

週に1回2時間程度、パソコンを教えて下さる方を探して

います。パソコンはまだ初歩的なレベルを学習中です。同

年代の方を希望で、活動は火曜日か土曜日か日曜

日。 

○ 問い合わせは、市民活動センター 

          電話０４２－５２９－８３２３（早川） 

◆保育のボランティア協力者募集 
 すくすくフォローグループでは、小さく産まれた子供たちと

月一回遊んでいただけるボランティアさんを募集していま

す。お母さんが近くにおりますので、初めての方でもわから

ないことなど聞きながら活動にご参加いただけます。 

○ 活動日時  毎月1回 第1木曜日 10：00～12：00 

○ 活動場所  多摩立川保健所 多目的室 

○ 問合せ先   すくすくフォローグループ 

           電話０９０－６１２７－７６２６（原田） 



市民活動センター

たちかわより 

このコーナーの記事についての問い合わせは、市民活動センター

たちかわ（電話０４２－５２９－８３２３）までどうぞ 

★☆★（学習とボランティアの会）たちかわパソコン倶楽部ついに始動です。★☆★ 
 市民活動センターたちかわに、以前から高齢者の方や障害をお持ちの方などを中心に「パソコンを教えてくれるボラン

ティアはいませんか？」というご相談が入ることがありました。立川市でも公民館やシルバー人材センター、アイムが主催す

る講習会のほか、商工会や民間の講習会など多くのパソコン教室を見かけますが、通常のパソコン講習会では対応が

難しい場合が多いようです。 

 そんな折、損保ジャパンから中古パソコンの寄贈があり、これを使った講習会などができないかと市民の皆さまに呼びか

けたところ、多くの市民有志が協力を申し出てくださり、ボランティア組織『たちかわパソコン倶楽部』が結成されることにな

りました。中古パソコンの活用についてはまだ検討課題ですが、まずは「パソコン相談会」から始めていくことになりました。 

 

 会名の前に（学習とボランティアの会）とあるように、第２土曜日

の午後が「学習会」、第４土曜日の午後に市民活動センター情

報コーナーにて「パソコン何でも相談会」の活動を行います。 

 まだまだ協力者を募集していますので、ぜひお声かけください。ま

た、曜日に関わらず相談についてもお気軽に市民活動センターた

ちかわ気付『たちかわパソコン倶楽部』までお問い合わせください。

出前相談(ご近所お助け隊)も行っています。 

ホームページURL  

http://tachikawa_pcc.tripod.co.jp/index.html 

●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● 
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●○●市民活動センターたちかわのボランティアスタッフ募集中です●○● 
「あなたも市民活動センターたちかわの活動に協力してくださいませんか？」 

 市民活動センターたちかわでは、市民活動を応援するべくさまざまな活動を行っておりますが、その活動もみ

なさまの支えなしではうまく行きません。立川の市民活動を盛り上げていくためにあなたの力をすこしだけ分けて

ください！ 

お願いしたい活動は…… 

①地域情報の特派員としてまちネタを提供。             ②情報誌の印刷・発送作業の手伝い。 

③市民活動センターに届けられた使用済み切手・使用済みプリペイドカードなどの整理。 

④「市民活動センター☆たちかわ通信」を設置する場所の開拓。  ⑤ホームページの更新作業。 

⑥「総合的な学習の時間」プログラム支援活動。・・・・などなど 

 

詳しくは市民活動センターまでお問い合わせください。あなたのご協力をお待ちしております。 

■◇■ＮＰＯ法人相談を開催します■◇■ 
  ●ＮＰＯ法人設立ガイダンス 
ＮＰＯ法人の設立に関心のある方むけです。 

ＮＰＯ法の解説・法人化の意義・設立のために必要な事務など。事前にご予約ください。定員２０名。 

 ○ ７／１２（土） １３：３０－１５：３０    会場：立川市総合福祉センター 

 ○ ７／２４（木） １９：００－２１：００    会場：立川市女性総合センター・アイム 

 ○  ８／７（木） １９：００－２１：００    会場：立川市女性総合センター・アイム 

 ○ ８／２３（土） １３：３０－１５：３０    会場：立川市総合福祉センター 

協力：東京ボランティア・市民活動センター 

 ●ＮＰＯ・ボランティアのための団体運営ノウハウ相談 

実際にＮＰＯ法人として活動している団体が非営利団体の運営について個別にご相談にのります。 

     事前予約制です。簡単なご相談内容をお知らせください。（一団体１時間以内） 
 ○ ７／１９（土）１３：３０～１５：３０ 会場：立川市総合福祉センター 

 ○ ８／２７（水）１９：００～２１：００ 会場：女性総合センター・アイム 

                協力：市民活動サポートセンター・アンティ多摩 

ウェブやメールでの相談も受けています 



立川市社会福祉協議会・あいあいステーション(伊勢丹６階ハートフルステーション内） 
市内各公民館・図書館・福祉会館・学習等供用施設 

フレンド書房・ミスタードーナツ立川南口店・セイフー立川若葉店・モスバーガー立川高松町店 

ローソン若葉町一丁目店・トヨタ西東京カローラ立川富士見町店 

東京ボランティア・市民活動センター 
＊＊配布部数には限りがございますので、ご注意ください！＊＊ 

 

◆一部地域に新聞折込をしていただいてます◆ 

ＹＣ読売新聞立川北部サービスセンターさんのご好意により、読売新聞を 

ご購読の方は折込にて配布されます。（栄町・高松町・曙町の一部） 

 

●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● 

■『市民活動センター★たちかわ通信』を常設しているところ（下記の場所で受け取ることができます）■ 

★会議にイベントに・・是

非ご活用ください！★ ■貸し出しスペースについて 

・立川市総合福祉センター・ボランティアルーム 

・ボランティアルームしばざき（立川市シルバー人材センター内） 

 

■申し込み方法 

事前にお電話か来所にてお申込みください。先着順とさせていただきます。 

（登録グループのみ優先予約あり） 

備品の貸し出しについて ■貸し出し機材について 

拡大コピー機が好評です。あなたの活動でも使って見ませんか？ 

詳細は直接お問い合わせください。 

 

■申し込み方法 

事前にお電話か来所にてお申込みください。先着順とさせていただきます。 

（登録グループのみ優先予約あり） 

■『市民活動センター・たちかわ』を定期的に読むには・・ 

①直接送付を希望！＞＞１ヶ月１００円（通信紙代・郵送代含む）にてご自宅までご郵送いたします。 

②インターネットで見る！＞＞＞＞立川市社会福祉協議会のホームページよりご覧いただけます。インター

ネットの接続環境がある方はURL http://www.whi.m-net.ne.jp/~aiaics よりどうぞ。 

③常設店で受け取る！＞＞上記どの施設・団体にも数に限りがあります。お早めにお願いします。 

★上記のほか、メールマガジン（Ｅメールにて毎月配信）も開設を予定しています。ご期待ください！！ 

編集後記● 

 先日平塚にある民家を改築して作った宅老所を行ってい

る「NPOひなたぼっこ」を見学させてもらいました。中公新書

ラクレ「市民事業」（７６０円）の中でも紹介されているように

行政の補助などまったくなく作り上げられた介護保険の施

設。給料よりも理想の介護実現を目指して長野からも就職

の希望があり働いている方もいらっしゃいます。NPOをメン

バーみんなで責任を持って運営する姿は誇らしげでとてもうら

やましく感じました。そこに通う人も働く人もどちらも幸せにな

れる市民事業。市民の側から作られてきた活動にはとくに魅

力的なものが多いですね。（し） 交通アクセス：ＪＲ立川北口駅より徒歩１５分、ＪＲ西立川駅よ

り徒歩８分。くるりんバス『総合福祉センター前』下車徒歩０分 
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