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は、ボランティアやＮＰＯ・地域
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北海道で９月２６日（金）に発生した釧路沖の地震に関するボランティア関連情報は・・
全国社会福祉協議会までお問い合わせください。TEL : 03-3581-4656 FAX : 03-3581-7858
https://www3.shakyo.or.jp/cdvc/index.asp

☆ つづいて第３問。 ☆
さてこの方はいったいどんな方でしょうか？
①花の女子大学生
②お酒大好き飲み仲間
③子育て真っ最中のママさん
④市民活動センターたちかわのキャンペーンガール
→正解は次ページを読んでください。

今月のもくじと読みどころ

注目は・・・
６ページ 「トヨタ財団市民活動助成 」

２ページ「表紙の問題の正解がここにあります。〜中身は内緒！〜」
３ページ「立川第７中学校が市内各地をジャック！？」
４ページ「情報コーナー（イベント・講習・講座・ボランティア）」
５ページ「ひと・モノ募集」
６ページ「助成金情報」市民活動に助成情報！
７ページ「センターよりおしらせ①」
トピックス・ＮＰＯ入門講座・ＮＰＯ相談
８ページ「センターよりおしらせ②」
●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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今月の表紙は・・・

「葛西 亜矢」さん（左）
「葛西 瑞樹」くん（1歳3ヶ月）
みずきくんは、
お砂場で遊ぶのが大好き！
「田中 美樹子」さん（右）
「田中 優愛」ちゃん（1歳3ヶ月）
ゆあちゃんは、絵本が大好き！

子育てサロンに参加されている、
ママさんお二人です。
お二人が参加していらっしゃる、
子育てサロン「はぐはぐ」を
ご紹介します！

「とにかく子ども達の笑顔はさいこう！」
若葉町にある若葉会館で
子育てサロン『はぐはぐ』が活
動をしているというので、おじゃ
まさせていただきました。一歩
会場に入ると、そこは子ども
達の笑顔、笑顔、笑顔…
そんな子ども達を優しい笑
顔で見つめるお母さん達。
またその笑顔も素敵です。
子育てサロン『はぐはぐ』は、子育て中のお母さん達が、
「大人にとっては色々なことを語り合いほっとできるところ。
子どもにとってはともだちに会えて、あそべるところ。」をつくっていきた
いと、今年の６月から活動しています。

行っている母親学級、両
親学 級の講師を して い
らっしゃいます。
そこで河さんと出会った
方々が、河さんを慕い、今
回のサロン結成になった
わけです。河さんは国際
ボンディング協会に所属
していて、ベビーボンディン
グのスペシャリストでもあります。「『はぐはぐ』が孤立しがちな子育
て中のお母さん方の地域の中での居場所づくりのひとつになれ
ばと思いお手伝いをしています。」とお話して下さいました。
「楽しい＆くつろげる場所に！」
『はぐはぐ』は、基本的に第１火曜日と第３火曜日の１０：００
〜１２：００に行われています。
活動メニューは、みんなでやりたいことをその都度出し合い、話し
合いながら決めていきます。私がおじゃましたこの日は、テーマに
そってトークしたり（この日のテーマは、「最近とっても幸せな気持
ちになったり、嬉しかったりしたこと」）、歌が得意な方が指揮をとっ
て歌ったり、手遊びをしたり、絵本の読み聞かせをしたりと、参加
されている方それぞれの得意とされていることを持ち寄って、楽し
んで進めてらっしゃいま
した。
充分に遊んだ後には
ティータイム。お母さん
同士のおしゃべりタイ
ムの始まりです。
子どものこと、家族の
こと、今晩のおかずのこ
となどなど、話題には
事欠きません。

「はぐくむ＆ＨUＧをミックスさせて 『はぐはぐ』と命名！」
「今年の５月に『多摩らんなぁ』という出産育児応援イベントを、近
隣の８市の助産師の方と子育て中の母親とで開催しました。
そのときのたちかわ支部の有志のなかで、地域でも何か楽しいこ
とをしていきたい！という思いがあり、子育て中の方に声をかけ、『は
ぐはぐ』の誕生となりました。」と代表の小栗さん。「おさなごの宝のとき
をそばにいて共に過ごせる喜びを分かち合う仲間として、『はぐはぐ』
を一緒に育てて行ければ嬉しい。」と思いを語って下さいました。
グループ名の『はぐはぐ』は、はぐくむ＆HUG（だきしめる）をあわせて
つくったことばだそうです。命名者は、創設メンバーの一人の南波さ
んです。「思いつきなんです。」とおっしゃっていましたが、みなさんの子
ども達に対するおもいがあふれていて、親しみやすいいい名前です
よね。
「実は私たち河さんファンなん
です！」
「このサロンに参加しようと
思ったきっかけは？」とたずね
ると、どの方も、どの方も、「河
さんがいるから。」
とのお答え。「実は私たち河さ
んファンなんです。『はぐはぐ』は
河さんファンの集まりですね。」と表紙にも出ていただいた田中さんは
おっしゃいます。
河さんて・・・。いらっしゃいました！
とても優しいまなざしで子ども達に話しかけたり、お母さん方とお話
をしたり、時には質問に答えたりしていました。お母さん方の信頼を
受けている様子が伝わってきます。本職は助産師さんで、立川市で

ということで表紙のクイズの正解は③になりま
す。実は②もありだったりして？正解した人
の中から抽選で５名の方にはセンターのスタッ
フからお祝いの組体操Ｅmailをお送りします。
正答を自己申告でご記入の上Emailにて
「市民活動センターたちかわ」までお送りくだ
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ろいろなところで公演を
したいな。」小栗さんは、
「食 に つ いて 皆 で話 す
会をしたいと思っていま
す。」とのことでした！み
なさん、お忙しいところ、
ありがとうございました。

楽しい時間を過ごした後は、みなさん充実したますますすてきな
笑顔でした。
今後の予定としては、１０月に河さんのご指導によるベビーマッ
サージ（ベビーボンディング）講習、１１月には遠足、１２月にはクリ
スマスソングを楽しむ会と盛りだくさんです。
「最後に、お子さんと接するときの心構えを聞きました！」
田中さんは、「自分の気分しだいで叱らないようにする。」
小栗さんは、「いろいろな意味で姿勢をよくする。」とおっしゃっ
ていました。
今後やってみたいことを聞いたところ、田中さんは、「子ども達
の手が離れたら、『はぐはぐ』の仲間で人形劇の劇団をつくって、い

まちネタ★ひとネタ

・・第７中学校が市内各地ををジャック！？

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・・。
＞＞先生の疑問
立川第七中学校(西砂町)では、５年前とまだ総合的な学習の時間が実施され
る前から、2年生を中心に、立川近隣の福祉施設でのボランティア体験をしていた。
しかし、今年度から担当になった先生は「ボランティア」というと「与える」イメージに
なりやすいのでは? 特別な日の特別な人との出会いに終わってしまうのではない
か?
ごく自然に人と直接かかわる機会を多く持つことが大事なのではないか?
という思いを持つようになったそうです。
＞＞総合福祉センターでも取材班がジャック！
そんな学校の「?」に地域のたくさんの人たちが応援をかってでました。
子育て中のママさんが、ちっちゃな子どもと一緒に、知的障害のある作業所のメン
バーたち、アルコールを断つためにグループ活動をしている人たち、学校の近くにある
産直販売所の人たち、在日コリアンの人たち、自然を守る活動をしているグループ
などなど。その日、市内の至るところで7中生といろいろな顔ぶれの人たちの輪が40
程生まれていました。応援をかってでてくれた人
たちからは「ストレートな疑問をぶつけてきてくれ
たのがとても良かった」「思いを持って行動してい
る子供たちが同じまちにいることを知れて嬉し
い」といった声が。
生徒たちは今後、この事前の学習を受けて
１１月に２日間、実際の福祉施設での体験学
習を行う予定とのことです。

立川市聴覚障害者協会

たちかわパソコン倶楽部

地域あんしんセンターたちかわ

朗読サークル「こえ」

市民活動センターたちかわ

立川断酒新生会

写真は総合福祉セン
ターの中での取材の模様
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情報コーナー■

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・ボランティア情報など〜
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。

●

●

●

イベント・講習・講座

◆１０月１日から７日までは公証週間です。
-遺言・任意後見その他重要な契約は公正証書で公証役場では、公正証書の作成に関するご相談について
はいつでも無料で応じています。
○問い合せ：
立川市柴崎町３-９-２１エルフレア立川２階
立川公証役場 電話 ０４２-５２４-１２７９

◆生涯学習講座 生きがい活動再発見
〜中高年世代の新たなライフスタイルづくり〜
これからの人生の中で余暇の活用方法を模索している
方々を対象とし、これからの人生をより豊かなものにす
るための生きがい活動を見つけてみませんか？
○日 時：10月3日～10月31日までの毎週金曜日（全5回）
○会 場：立川市女性センター「アイム」5階 第2学習室
○内 容：NPO（3日）・ボランティアや仕事（10日）・
ゆとりと遊び心（17日）・子育て支援（24日）・国際交流（31
日）～抜粋～
○定 員：30名（定員になり次第締め切り）
○受講料：2,500円（1回につき500円）
＊全講座参加が原則ですが、個々の希望講座の参加も可。

○問い合せ・申し込み先
立川市教育委員会 生涯学習課 （新井）
電話 ０４２-５２３-２１１１ 内線３４３

◆フォークダンスの集い(第５回)
中高年の方々にフォークダンスを楽しむ輪が広がって
います。外国の民族舞踊で小学生から中高年者の方々ま
で誰でも楽しい生涯スポーツです。音楽を聴きながら全
身を使って健康と仲間作りをしませんか。
○日 時：10月5日(日) 13:30～15:00
雨天延期 10月26日
○場 所：昭和記念公園(みんなの原っぱ付近)
(現地に直接集合してください)
○費 用：入園無料日
○連絡先：TEL 042-536-2371(大塚)

◆子どもの健全育成のためにー学校とNPOの連携ー
平成15年度秋の「とうきょう親子ふれあいキャンペー
ン」参加事業。子ども同士のいじめや大人からの虐待等

●

●

●

の予防と、人権を守るための参加型学習の学校への出前
授業の実践活動の紹介と共に、学校教育と家庭教育以外
の新たな社会資源としての「社会教育NPO法人」の活用
についてを提案する。
○日 時：10月12日（日） 10：00～12：00
○会 場：東京ボランティア・市民活動センター 会議室
○対 象：教職員・行政担当者・保護者・学生・その他
○定 員：30名
○参加費：１０００円
○問い合せ・申し込み先
TEL＆ＦＡＸ０４２-５６１-８３２３
〒208-0002 東京都武蔵村山市明神2-38-18
NPO法人 市民協同学習プロジェクト子どもひろば
E-mail kodomohiroba@yahoo.co.jp

◆NGOという生き方・そのやりがいから失敗談まで
NGOではどのような人が、どのような活動をしている
のか。企業ではなく、NGOで活動して行くという生き方
とはどのようなものなのか、国際NGOピースボートの専
従スタッフやボランティアスタッフの活動や生き方を通
じて紹介します。
○日 時：10月23日（木） 17：00～19：00
○会 場：早稲田大学早稲田キャンパス15号館02室
（地下鉄東西線早稲田駅下車徒歩5分）
○定 員：160名（先着順）
○参加費：無料
○締切日：予約等必要なし。当日受付。
○問い合せ先：ピースボード（担当：田中常世）
TEL 03-3362-6307 ＦＡＸ 03-3362-6309
E-mail aid@peaceboat.gr.jp
URL
http://www.peaceboat.org

◆「知らないと損する退職後の手続き」
老後の生活をイメージし、退職からの生活設計をお手
伝いする講演会です。年金、社会保険、失業保険、健康
保険、介護保険…難しそうだけれど、知って得するお話
です。
○日 時：10月26日（日）講演会13：00～14：00
相談会14：00～16：00（予約制）
○会 場：伊勢丹立川店6階ハートフルステーション
○講 師：東京都社会保険労務士会多摩支部 相田待子氏

●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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○定 員：講演会25名・相談会12名（先着順）
○費 用：無料
○問い合せ・申し込み先
立川市社会福祉協議会 あいあいステーション
電話 ０４２-５４０-７４８４

◆「拡大写本」をご利用ください。
弱視の方に「本や文章」を読みやすいように、視力に応
じて、太く大きな文字で書き変えます。頁数のあるものは
製本してお渡しします。費用は紙代程度です。
＊例えば、カレンダー・歌詞カード・時刻表・電話番号
録・住所録・読みたい本・参考書・教科書・その他ご希望
のものを書いています。
○問い合せ・申し込み先
ボランティアグループ 拡大写本ぐるーぷ ふうせん
〒190-0021 立川市羽衣町３-８-１５
電話・ＦＡＸ 042-524-9725 代表 佐藤

孝子

◆NPOやボランティアグループと市民の交流の場
-BeGood Café Vol.58 素敵ないいことを始めようBeGood Café は、毎月1回だけオープンするコミュニ
ティカフェ。地球環境や社会についてみんなで語ります。
ライブやヒーリングワークもあり。
○日 時：10月13日（祝月）14：00～20：30
○会 場：旧三河台中学校体育館（六本木、みなとNPOハウス）
（日比谷線・大江戸線六本木駅6番出口。徒歩2分。俳優座裏。）
○料 金：大人／￥1500,1500word、または地域通貨
学生／￥1000,1000word、または地域通貨
小学生以下／無料（お子様の遊ぶスペースあり）
○注 意：体育館の床座りになりますので、靴袋と座
布団などをお持ちください。
○問い合せ先：NPO法人ビーグットカフェ

●

●

●

電話 03-3464-5860
info@begoodcafe.com
（地域通過レインボーリング http://www.rainbow-ring.net）

◆ハンガー・フリー・ワールド１０月のイベント
・ハンガー・フリー・ワールド活動説明会
毎月好評の活動説明会がリニューアル!映像資料や支援
先の人々の声なども充実。世界の飢餓・貧困の現状、ハ
ンガー・フリー・ワールドの活動全般の説明やオススメ
ボランティア情報をご紹介します。
○日 時：10月10日（金），28日（火） 19：00～21：00
○会 場：ハンガー・フリー・ワールド事務所
（JR・地下鉄 飯田橋駅 東口 徒歩3分）
○参加費：無料＊要予約 （担当：吉井）

・チャリティカレーパーティ

本格バングラディッシュカレーを食べて飢餓・貧困を
なくそう！リピーターも続出です。バングラディッシュ
の国・文化の紹介やHFWの活動紹介、手工芸品の販売も
あります。純益はバングラディッシュの人々が自立した
生活を送れるようになるための栄養改善や識字教育のた
めに使われます。
○日 時：10月18日（金） 18：00～21：00
○会 場：サラ・マンジェ ガ・ラ
（JR・地下鉄 市ヶ谷駅 徒歩5分）
新宿区市谷本村町3-23ヴォーグビル2階
Tel 03-5261-1710
○参加費：予約2000円，当日2500円 担当：米岡）
○問い合せ先（説明会・カレーパーティ共に）：
ハンガー・フリー・ワールド
TEL 03-3261-4700 ＦＡＸ 03-3261-4701
〒102-0072 千代田区飯田橋3-11-24笹岡ビル3階
E-mail hfwoffice@hungerfree.net

URL

ひと・モノ・募集

http://www.hungerfree.net/

●

●

●

◆「コミュ二ティカフェ」ボランティア募集

◆昭和記念公園ハイキングのボランティア募集

-BeGood Café Vol.58 素敵ないいことを始めよう-のボラ
ンティアを募集します。人と接するのが好きな人、「地球
環境、平和、人権」などに関心がある人、参加してくださ
い。
○日時と内容：
＊10月13日（10：00-22：00の内5時間以上 応相談）
受付・フード・音響・照明・キッズルーム 他
＊事前準備
広報・営業・ウェブデザイン・料理の仕込み 他
○活動場所：イベント時は会場、事前は事務局を中心に
都内近郊。
○応募締切：イベントは前日・事前準備は随時募集
○申込方法：名前/住所/電話番号/メールアドレス/年齢/
やってみたいことを書いて下記まで。
○問い合せ・申し込み先：NPO法人ビーグットカフェ
〒153-0042
東京都目黒区青葉台3-1-5藤和青葉台コープ302号
TEL 03-3464-5860/FAX 03-3464-5861
E-mail supporter@begoodcafe.com

お弁当、飲み物はこちらで用意します。多くの方のご参
加お待ちしてます。詳細は担当までご連絡ください。
○日 時：10月15日（水）10：00～15：00
○場 所：昭和記念公園
○内 容：お話し相手。車椅子付き添い介助。
○問い合せ先：社会福祉法人恵比寿会 特別養護老人ホーム
フェローホームズ（仲野・東江・佐谷・石橋）
電話 ０４２-５２３-７６０１

◆立川介護老人保健施設わかば ボランティア募集
11月からできる方を募集します。詳細応相談。
○内容と日時：
＊書道・コーラス・音楽療法・民謡
月・木・金・土（週1日程度） 10：30～11：30
＊傾聴ボランティア（お話し相手）月～土
9：00～16：00の間1時間以上（2時間から昼食がつきます）
○問い合せ先：デイケア担当 近藤
電話 ０４２-５３８-０８７１

●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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下車徒歩１０分、多摩都市モノレール 砂川７番下車
徒歩１５分 くるりんバス古民家園前下車
○費 用：５０円（保険代）
○持ち物：お弁当、飲み物、着替え
○参 加：子どもだけの参加は、緊急連絡先と名前が
受付に分かるようにお願いいたします。
○問い合わせ：立川プレーパークを考える会事務局 尾又宅
ＴＥＬ ０４２－５２３－９３８１
Ｅ－ｍａｉｌ makoro@amy.hi-ho.ne.jp

◆第９回 福生学園 ・福生あらたま寮開設記念
学園祭ボランティア募集
舞台出し物、武州唐獅子太鼓、お神輿、喫茶コー
ナー、模擬店、バザーなど盛りだくさんのプログラムを
行います。（雨天決行）
○日 時：10月19日（日）10：00～14：30
○場 所：東京都福生市熊川１６００－２
福生学園内特設会場
○問い合せ先：福生学園（小林・三田村）
電話 ０４２－５３０－６９３６

◆養護学校〔知的障害〕の移動教室ボランティア募集
知的障害を持つ生徒達と一緒に思い出に残る３泊４
日を作りませんか？
○期 間：１１月５日（木）～１１月８日（土）
○対 象：男性３名
○宿泊地：東京都立聖山高原学園
（長野県更級群大岡村丙２８６１－３）
○活動内容：移動教室に一緒に参加していただき、
移動・食事・ハイキング・野外調理や宿泊行事に伴
う身辺介助などを一緒に手伝っていただきます。
○経 費：宿泊費・食事・交通費などは、こちらで
負担いたします。詳細はお問い合わせください
○お問い合わせ・応募先
東京都立立川養護学校 山口るみ子
東京都立川市羽衣町２－６３－３
電話０４２－５２４－３０７５

◆移送サービスの運転ボランティア募集
地域に住む歩行困難な高齢者および障害児・者の方々
に通院・通所を中心に社会生活の利便・生活圏の拡大並
びに自ら積極的に社会参加に臨む際の、移動送迎での協
力・援助を行っています。ボランティアさんの車両持ち
込みでご協力をお願いします。
○問い合せ：ＮＰＯ法人 地域福祉サービス協会
サポートセンターＩＤＯ（イドー）
〒190-0002 立川市幸町５－９－２
電話 ０４２－５３４－６７１８(担当：金子・築地)
E-mail：npo-2@jasmine.ocn.ne.jp
URL：http://www7.ocn.ne.jp/~arsu/

◆秋！九番の森にて２日間連続立川プレーパーク開園
プレーパーク（冒険遊び場）は「自分の責任で自由に
遊ぶ」をモットーに土や木、木の実、落ち葉など自然素
材を使い、自由に冒険的な遊びを展開し、楽しく過ごし
ます。思い切り遊びたい子どもも大人も集まれ～。
○日 時：11月2日（日）10：30～17：00
3日（月）10：30～15：00 小雨決行
○場 所：川越道緑地（九番の森）古民家園裏の林
＜立川市幸町４－６５＞
○アクセス：西武バス 幸町団地下車徒歩５分、小川橋
●

●

●

◆ウォーキングの介助をお願いします
視覚障害がある女性（３５歳）のウォーキングに
付き添ってくださる方を募集しています。
○ 詳細は市民活動センターたちかわまで
TEL 042－529－8323（担当：早川）

助成金情報

●

●

●

す。
■応募方法: 応募用紙を下記まで郵便にて請求してく
ださい。その際にはプロジェクト事業用・出版事業用
のいずれかを指定し、送料分の切手を同封して下さい
(1部のみ200円、2〜3部390円、速達を希望される方は
1部470円、2〜3部760円)。応募用紙に必要事項をご記
入のうえ、「市民活動助成」係宛てに、郵便(簡易書留)
にてお送り下さい。提出の際には、団体の活動を公表
する簡単な資料(パンフレットや通信など)も添付してく
ださい。
■応募期間: 10月1日(水)〜11月20日(木) 当日消印有効
※応募用紙申請は11月13日(木)まで
◆主催・問合せ・応募先:
財団法人トヨタ財団「市民活動助成」係
〒163-0437 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル
37階 私書箱236号
TEL: 03-3344-1701 FAX: 03-3342-6911
E-MAIL: admin@toyotafound.or.jp
http://www.toyotafound.or.jp/

トヨタ財団市民活動助成
「市民・NPO〜新しい公共の創造へ向けて〜」地域や
社会全体に関わるさまざまな問題解決の取り組みを行っ
ている市民活動団体やNPO(民間非営利組織) を応援しま
す。
●応募資格:
市民活動団体に応募資格があります。法人格等の制限
はありません。団体の活動実績が2年を超えること（原
則）。日本国内に拠点を置いて活動する団体。ただし応
募者の国籍は問いません。
●助成の対象となる活動:
事業の開発・立案、調査・研究、会議、集会、交
流、印刷物の作成、出版など。具体的な活動テーマとし
ては、環境と開発、障害者や高齢者の自立、地域づく
り、外国人や社会的弱者への支援、市民活動全般の推進
など。
●助成金額:1件あたりの助成金額は、プロジェクトに
は上限300万円、出版事業には100万円程度となりま

●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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9月1日は「防災の日」とい
都と政府の見解が違ってい
トピックス ● 防災活動とささえあいサロン
うことで、先月は防災を呼
ます。しかし災害は忘れた
びかける新聞やテレビ番組
頃にやってくるもの。日頃
が盛んです。つい最近も地震の予測を行うグ
の備えが重要になります。また災害の事後の対策
ループが週刊朝日やテレビで取り上げられて話
よりも予防対策が重要になります。タンスや食器
題になりました。その予測によると９月１６日
棚のストッパーなどは勿論ですが、特に大切なの
前後２日にマグニチュード７クラスの地震が６
が日頃からのご近所づきあい。市民活動センター
０％の確率で発生するというもの。２０日の震
たちかわでは「ささえあいサロン」と銘打ち近所
度４には一瞬ドキッとしました。立川には有名
づきあいの場を勧めています。いざというとき頼
な活断層「立川断層」がありますが、読売新聞
りになるのは「近くの他人」。「ささえあいサロ
によると活動の周期の測定方法でその警戒度が
ン」も立派な防災活動といえるかもしれません。

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

N P O
〜

N P O

法

人

の

ぶ

っ ち

入

門

講

ゃ け

話

を

座
き

い

て

み

た

い

！

〜

「ＮＰＯってなに？」「私たちの団体はＮＰＯ法人化した方がいいの？」。
ＮＰＯ法人化の意味やメリットおよび手続きの方法を知りたい方のための講座です。
すでにＮＰＯ法人としての活動をしている方々から「法人化してからの声」も聞けちゃいます！
【日 時】 平成１５年１０月１１日（土）午後２時〜４時３０分
【会 場】 国分寺市立本町・南町地域センター 国分寺市南町3-21-1（国分寺駅南口下車徒歩３分）℡ ０４２
（３２６）１７００
【プログラム】 第１部 講演「 NPO って何？〜法人化の意味と手続きについて」
東京ボランティア・市民活動センターNPO法人相談担当 熊谷 紀良 さん
第２部 パネルディスカッション｢法人化、これまで・
｢法人化、これまで これから｣
NPO法人 桔梗の会代表 室川 美智子さん
NPO法人 高齢社会の食と職を考えるチャンプルーの会代表 紀平 容子さん
第３部 フリートーク「ほんとはどうなの？」こんなこと、あんなこと、ぶつけ合う時間としましょう
【定 員】 70名（申込み先着順） 【参加費】 ５００円消費税込（資料代等）
【申込み・問合せ】 市民活動センターたちかわ ＴＥＬ０４２−５２９−８３２３ ＦＡＸ０４２−５２９−８７１４

■◇■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。
○ １０／２９（水）１９：００〜２１：００ 会場：立川市女性総合センター・アイム
●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そ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。（１団体１時間以内）
○ １０／２２（水）１９：００〜２１：００ 会場：立川市女性総合センター・アイム
協力：市民活動サポートセンター・アンティ多摩

●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）■
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の皆様のご好意により、
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）

★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）
■事務所前のスペース
ご自由にお使いください。無線でインターネットがご使用になれます。
（情報検索用のパソコンをお貸ししております。無料３台。）

備品の貸し出しについて

■貸し出し機材について
Ａ１拡大コピー機が好評です。（写真・文字両方きれいな）印刷機の大量使用は
必ず事前にご予約ください。詳細については直接お問い合わせください。
パソコンはＯＳがウインドウズ９５です（アプリなしご注意を！）
■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。

編集後記●

市民活動センターのホームページがいよいよスタートしま
す。このホームページは（有）サイコムというところが無償で
作ってくださいました。ご担当いわく、「採算の目処はあ
る」ということですが、お忙しい中急がせてしまいました。ご
協力ありがとうございました。
最近はＮＰＯも企業も境界線を引くことが難しくなって
きました。よくＮＰＯはミッションのために活動するとあります
が、企業だって収益以外のミッションは持っていますし、企
業経営を通した社会貢献がこの日本を作ってきたといっ
てもよいかも。あなたの会社でもこの秋何か取り組んでみ
ませんか？（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

●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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