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（ホームページが動き出しました。登録団体募集中です！） 
◆開所日・時間◆ 

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

☆ いよいよラスト第5問！ ☆ 

   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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注目は・・・ 

ページ７「NPO専門相談告知」 
 

   Ｐ２・・・「表紙の答えはここから」 

   Ｐ３・・・「まちネタ☆ひとネタ」 

   Ｐ４・・・「イベント・講習・講座情報①」 

   Ｐ５・・・「イベント・講習・講座情報②」 

   Ｐ６・・・「ひと・モノ・募集、助成金情報」・・・ろうきん助成プログラム 

   Ｐ７・・・「市民活動センターより・・・NPO法人専門相談告知」 
   Ｐ８・・・「市民活動センターより」 

        

さてこの方々のグループは何でしょうか？ 

 

① 支えあいサロン登録グループ 

② 地域の民生委員 

③ 立川・大山団地三宅島会 

④ 青年海外協力隊 
 
 

 

→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 

長い時間お話ありがとうございました。 



＜福祉団体が三宅避難者支援を呼びかけた＞ 

 去る11月８日（土）９

日（日）に、立川市の多

摩都市モノレール下の

「都市軸」にて「江戸開

府400年」の記念イベン

トが行われた。このお

祭りには福祉団体もい

くつか参加をしてお

り、それぞれの店舗で

三宅島への募金を呼び

かけた。 

 二日ともかろうじて雨天とはならなかったものの、風

が冷たい天候で、人は通るが売り上げにはつながらない

苦しい状況。それでも参加したそれぞれの福祉団体が三

宅島避難者への募金を呼びかけました。金額は僅かでは

ありましたが、立川市に避難されている「立川・大山団地

三宅島会」へ寄付することとして、11月19日（水）にお届

けに伺いました。 

 

＜大山団地三宅島会とは・・＞ 

 金額が思うようにいかなかったということもあり、時

間をとっていただいたものの申し訳ないことを伝える

と、「金額の問題ではない、被災から3年を過ぎても私た

ちのことを思ってくださっていることが大変ありがた

い」と寺澤会長。この日は奥様と山田副会長が同席してく

ださった。 

 立川市は三宅島からの避難世帯を16世帯受け入れるこ

とを表明して、大山団地には現在15世帯が入居されてい

ます。行政やさまざまな機関からの連絡があることもあ

り、窓口の必要性を感じた村民の方々が組織を作ったの

がこの「三宅島会」。市内にある他の団地にも数名入居さ

れていらっしゃいますが、大山団地にお住まいの方が多

いので「三宅島会」の拠点になっているとのことでした。 

 現在の三宅島の状況ですが、滞在型・日帰りの一時帰島

は行われているものの、いまだにガスが収まらないこと

もあり、本格的な帰島についてはめどが立っていない。 

 

＜いじわるで陰湿＞ 

 二酸化硫黄の環境基準は１時間の平均が０．１ppmを
超えないこと。１日の平均が０．０４ppmを超えないこ
と。などと定まっています。しかしいまだにこの基準は一

部地域では達成されていない状況。火山ガスを吸い込む

           ●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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ということで表紙のクイズの正解は③になりま

す。今回はラスト問題です。正解した人の中

から抽選で１０名の方にスタッフの組み体操

写メールをお送りいたします。最後のチャンス

です。お名前・ご連絡先・Ｅｍａｉｌアドレスを

「市民活動センターたちかわ」までお送りくださ

い。 

 

 

 

左の写真は三宅島雄山 

  (三宅支庁提供画像) 

とせきやたん、ぜんそくの発作等の呼吸器への影響。高

濃度の二酸化硫黄を吸うと、呼吸困難などの非常に強

い影響が起きる可能性があります。また二酸化硫黄が

雨水や汗に溶け込んで弱い酸になることによる皮膚や

粘膜への影響。皮膚の弱い人は、炎症を起こして赤く

なったりかゆくなったりします。アトピー性皮膚炎な

ど、もともと皮膚に炎症がある人は、弱い酸性の水に

よって症状が悪化するリスクがあります。 

 このガスが厄介なのは、空気より重いこと。「今は偏

西風が吹いていて島の南東側に向けてふもとまでガス

が降りてくる」という。「昭和の時代には３回の噴火が

あったが今回の噴火は一言で言うならば意地悪で陰湿

なものだ」と寺澤会長は振り返る。「島の南東側、約１

５０世帯の９割は帰ってもすぐに生活ができない、畳

が腐ったり、天井がぶ

ら下がったりしてい

て、住む場所がなく

なっている。 

建物が残っている世帯

でも、ガスや台風の影

響で修繕が必要な状況

になっている。」 

 実際に寺澤さんのご

自宅も噴火による損壊

は免れたが、今年の台

風１７号の影響で、屋根のかわらが浮いてしまい雨水

がしみこみ、押入れの天袋からの雨水ですべての布団

が使えない状態になっていたという。「その場に住んで

いれば、これを干して、使えなくなることはなかったの

に」という。また「フローリングには水がたまり、床に

穴を開けざるを得なかった。」 

今月の表紙は・・・ 

 

立川市に避難中の 

  「立川・大山団地三宅島会」です。 

 

 今日は寺澤さんからお話を伺いました 

 

都市軸で支援を呼びかけた 

台風も傷跡を広げた 



       ●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  
          ・・・・・・支え合いサロン交流会が行われました。 

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・・。 
 

＞＞活動内容・参加者の年齢層さまざまです 

 一昔前は井戸端会議がそこここで行われていました。その場所が家の軒先だったり、縁側だったり・・縁側
が見られなくなると同時ぐらいにご近所同士のお付き合いの方法も変わってきてしまった様に思われます。
地域での人と人とのつながりが希薄になってきたといわれるこの頃、「もう一度地域での人とのつながりの大
切さを見直そうよ」ということで始められたのが「支えあいサロン」です。おしゃべりをしたり、趣味の活動
をしたり、お昼ご飯を一緒に食べたり・・活動内容はさまざまです。子育て中のお母さんだったり、子育てに
一段落した方だったり、普段あまり外出の機会のない高齢者の方だったり・・参加者層もさまざまです。現在
市内では１７のグループが活動しています。 
＞＞立川落語会の落語で一息 

 「１年に一度ぐらいかたいことなしで大いに笑ったっていいじゃな
いか？」というスタッフの思いから、サロンで活動されているみなさ
んにお声かけをして今回の交流会をひらきました。普段の活動を離
れ、立川落語会の落語を聴いて大いに笑い、和やかに交流を図りまし
た。 
 
<支え合いサロンについてのお問い合わせは・・・・＞ 
   市民活動センターたちかわ 
         電話０４２－５２９－８３２３ 
         担当：早川・岡部まで 

3 

＜署名の数が全国の一割＞ 

 現在帰島に際して必要となる各種対策や課題につい

て検討するための協議体として、「三宅島帰島プログラ

ム準備検討会」が結成され火山ガスに対する安全確保

策、集落の安全対策・インフラ整備等、生活再建に関す

る事項の３つの面から検討が始まっている。実際にガス

の問題が収まっても、生活するためのインフラ整備、帰

島してから生活を立てるための手段についても、帰島を

前に検討が必要になる。むしろ帰島してからが地獄とい

う。「まだ私たちは帰島後の生活は想像の世界でしかな

い。」と寺澤会長。 

 しかし避難してきてからの生活を振り返ると、こちら

での生活は恵まれていたという、もちろん自宅のように

は行かないが、他の地区で避難生活を送っている方の中

には、近隣住民との間にトラブルを抱えている避難地区

もある。とても悲しい言葉や冷たい目で見られること

も・・・・。しかし「大山団地自治会の役員をはじめと

して、住民の皆様が暖かく、声をかけてくださる。」「団

地で野菜を提供してくださるときなどいち早く三宅島

の村民にも声をかけてくださったりと、その心遣いが

ありがたい」と奥様と副会長の山田さんは口をそろえ

る。そういった場で団地のご近所さんともあいさつ以

上のコミュニケーションが取れている。そのことが地

域での良好な関係作りに寄与しているのかもしれま

せん。 

 生活再建支援法の適用延長について署名を集めた

ときも大山団地から発信されて立川市自治会連合会

の協力を得ることができ、「全国から集まった署名の

実に一割にあたる、１万４千もの署名を集めることが

できた。」ということからも団地の支援状況がうかが

えます。 

 避難した場所がたまたま立川のこの団地であった

が、とてもよかったと感謝していらっしゃいました。 

 帰島が始まり三宅島で再びコミュニティの再建を

始めることとなりますが、立川のまちとも、いつまで

も良い関係を続けていけたらと思いました。 

 貴重なお話をありがとうございました。 
 

昔も今も、笑う門には福来たる 



■森づくり体験プログラム 

 ｢神の泉 森林の楽校2003秋｣ 
 埼玉県神泉村において、間伐を中心とした森づくり体
験をします。オプションコースとして、翌日廃校再活用

セミナーハウス｢樹庵・神泉｣周辺の整備活動も行う予定

です。お気軽にご参加下さい。初心者大歓迎。 

日時：平成15年12月6日（土） 

   新宿駅西口7：00／神泉村役場9：30 集合 

場所：埼玉県児玉郡神泉村  定員：30名 

参加費：学生・会員 1,000円／一般 2,000円 

    オプションコース参加の場合＋3000円の予定 

申込み・問合せ  

 参加希望の方は12月4日(木)までに、特定非営利活動法

人 JUNO  NETWORK(E-mail  juon-office@univcoop.or.jp)

へ、名前・性別・年齢・所属・住所・TEL・FAX・携帯・

E-mail と、オプションコースの参加・不参加、森林作業

の経験 (はじめて・2,3回・それ以上)、JUNO NETWORK会

員・非会員、新宿駅発のバス・自家用車の利用を記入し

お送りください。 

特定非営利活動法人JUNO NETWORK（樹恩ネットワーク） 

 TEL 03－5307－1102／ FAX 03－5307－1091  

 
■脳卒中から復活するための市民講座 

 「主婦の闘病、そして復活！」 
  ～女性の回復は、常識を脱ぎ捨てた時に見える～ 

 元気で家事に仕事に、さらに介護にと飛び回っていた

３０台半ばに突発的な脳梗塞で倒れてしまった女性の復

活する軌跡を振り返ります。 

日時：２００３年１２月５日（金） 

   午後１時３０分～午後３時３０分 

場所：立川市総合福祉センター２階 視聴覚室 

定員：７０名（事前申し込み不要） 

問い合せ：NPO法人 片麻痺ネットワーク（中島） 

      Email kazuo@m-net.ne.jp   

      電話 ０４２－５３５－０３５１ 
 

■失語症ボランティア講座 
 失語症などの言語障害や言語障害者への理解を深め

て、各地の失語症友の会でボランティア活動してみませ

んか。多数のご参加をお待ちしています。 

日時：平成15年12月13日（土）10：00～12：00 

場所：新宿区障害者福祉センター2階 会議室 

   (東西線早稲田駅下車 徒歩10分) 

参加費：無料 

申込み・問合せ  

 12月5日 (金) までに、全国失語症友の会連合会東京支

部 (電話・FAX 03－3357－4456) に申し込んでくださ

い。先着順に50名までです。 

 

■スタンダップコメディ 松元ヒロ Solo Live 
 政治家や話題の人物を風刺、毒を盛り込み爆笑…松元

ヒロのスタンダップコメディが炸裂！TVでは見ることが

できないお笑いです。 

日時：平成15年12月6日（土）18：00(17：30開場) 

場所：立川市女性総合センターアイム ホール 

入場料：一般2500円 当日3000円 会員2000円  

    全席自由席／小学生以上(幼児はご遠慮下さい) 

チケット取り扱い： 

 ＊オリオン書房(立川ルミネ・ノルテ店) 

 ＊スタッフへご連絡下さい 

  吉田 527-5929 長鶴 535-9906 

  伏見 535-8890 鈴木 525-8611 

  立川子ども劇場事務局(都留) 526-0731 

主催：NPO法人立川子ども劇場・松元ヒロを楽しもう会 
 

■イキイキ子育て～仲間を地域に広げよう～ 
 立川市では｢夢育て・立川子ども21プラン｣の策定に取
り組んでいます。子どもたちの未来がよりよいものにな

るために、｢子育てと子育て支援について｣子育て中の方

も子育てが終わった方も一緒に考えてみませんか。 

日程：12月 6日(土)14：00～16：00 

   ▼｢父親がすること、できること｣ 

   12月20日(土)13：00～15：00 

   ▼｢子育てを通じて仲間づくり地域づくり｣ 

   1月10日(土)14：00～16：00 

   ▼｢思わず手をあげてしまう育児ケースへの対応｣ 

    1月23日(金)19：00～21：00 

   ▼｢完璧な親なんていない｣ 

場所：立川市中央公民館 

定員：３０名（1歳以上未就学児の保育あり。要申込） 

問い合せ・申込み：中央公民館  電話 042-524-2742 

  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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■１２月期相談会日程変更のお知らせ 
 学習とボランティアの会「たちかわパソコン倶楽部」
では毎月第４土曜日に「パソコンなんでも相談会」を

行っておりますが、１２月について日程の変更がありま

す。（２７日→１３日） 

日時：２００３年１２月１３日（土）午後２時～４時 

場所：立川市総合福祉センター２階 

相談料：無料 

持ち物：ノートパソコンをお持ちの方はできるだけお持 

    ちください。 

問い合せ：たちかわパソコン倶楽部 

携帯電話：０９０－１２６０－９０６８（岩間） 

Email   iwama@mbj.nifty.com 

 
■東京司法書士会主催 無料（電話・面談）相談会 

 年末ヤミ金・クレサラ１１０番 

 お悩みがある方はこの機会に相談にいらしてください。 
日時：平成15年12月13日（土）、14日(日) 

   10：00～16：00(電話・面接とも) 

１．面談による無料相談 

  場所：司法書士会館１階相談ブース 

   （ＪＲ四ッ谷駅から徒歩４分） 

   ＊面談相談の申込みは、電話による事前予約制となります 

    ＊予約受付は、月曜日から金曜日の午前９時から５時までです 

  面談予約電話番号 ０３－３３５３－９１９１ 

２．電話による無料相談 

  当日臨時電話代表 ０３－３３５３－９２０５ 

  ＊電話相談は予約不要です  

主催：東京司法書士会事務局   

 

■錦公民館家庭教育講座｢子どもの権利｣ってなに？  
 ｢子どもの権利｣を考えるのは、むずかしいことじゃな

い。ひとりひとりの子どもたちに、自分らしく生きてほ

しい。みんなが持っているその願いを、ひとつひとつ実

現していくことです。 

日時：平成15年12月13日（土）14：00～16：00 

場所：錦公民館 

定員：100名(先着順) 

＊保育希望の方のみ要事前申込み(錦公民館 527-6743) 

＊お車でのご来場はできません。市役所駐車場をご利用下さい。 

講師：荒牧重人さん 

お問い合せ： 

 錦公民館 527-6743 ／ 児童課 523-2111内469 

 

■前進座中国凱旋公演 

 「天平の甍（てんぴょうのいらか）」 
 遣唐使の時代、新しい国づくりのための使命を持って
命がけで海を渡った若き日本僧たちの数奇な運命と、そ

の留学僧の必死の招請をうけ日本へ仏教を伝える志を抱

いた名僧鑑真和上の身命を賭した渡海と布教。国境を越

えた崇高な精神の交流の物語です。立川商工会議所50周

年を記念して、前進座が公演します。 

○日時 2003年12月19日（金） 

       アミューたちかわ・大ホール 

昼の部 ○開演13:30（開場12:30） 

夜の部 ○開演18:00（開場17:30） 

入場料 ○S席6000円 A席5000円  

           B席3000円（指定） 

問い合せ○ 立川商工会議所 042-527-2700 

    立川市社会福祉協議会・総務係 042-529-8300 

 

■１２月のサラ寄席 
 立川落語会のご協力により毎月デイサービスサラで落

語会が開かれることになりました。 

日時：平成15年12月20日（土）13：30～ 

場所：デイサービスサラ(若葉町エルロード商店街) 

出演：二輪亭円寿都さん 

お問い合せ： 

 デイサービスサラ        538-5585 

 NPO法人チャンプルーの会事務局 534-0602 

 

■ＤＶについて考える会 ｉｎ立川 
 夫や恋人からの暴力であるＤＶ (ドメスティック・バ

イオレンス) について、ビデオを見たり、本を読んだ

り、みなさんと話し合ったりすることを通じて考えてみ

る会です。女性なら、どなたでも参加できます。 

日時：平成15年12月20日（土）13：30～15：30 

場所：立川市女性総合センター・アイム  

参加費：無料 

問い合せ：ヴィメンズ・ライツ・センター立川事務局 

      電話 ０７０－５２０１－０９７７ 

 
■パッションミュージカル30周年記念公演 

 「Shining On Stage」 
 今回は「夢」をテーマにパッション団長の奥村千鶴子
が久々にステージネーム「岡田麻耶」として仲間たちと

ステージに立つ歌、ダンス、芝居のミュージカルショー

です。あなたも「情熱」を感じに出かけてみませんか？ 

日時：２００４年１月１０日（土） 

   開演１７：３０～（開場１７：００） 

会場：立川市女性総合センターアイム ホール 

入場料：２０００円（全席自由） 

お問い合せ：パッションミュージカル      

      電話 ０４２－５３６－８２６５（奥村） 

 

■手話教室 
 本センターでは、手話に興味ある方・手話を学びたい
方を募集しています。希望者は、下記要項をよんで、

昼・夜いずれかのクラスを申し込んでください。 

期間：２００４年１月１４日、２１日、２８日 

                ２月４日、１８日（毎週水曜日） 

時間：①昼の部 午後１時半～３時 

   ②夜の部 午後７時～８時半 

会場：①東京都障害者福祉会館 

   ②中野ゼロ西館第４学習室（予定） 

対象：・全回出席できる方、 
      ・手話学習が未経験の方（聴覚障害でない方） 

定員：各クラスとも２０名 

申し込み：１２月１日１０時より受付開始 

     東京都手話通訳等派遣センター 

     電話０３－３３５２－３３３５ 
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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 

●    ●    ●    助成金情報    ●    ●    ● 

  人間味ゆたかな社会の実現をめざし、個性が輝く“ひ

と・まち・くらし”づくりに助成を行います。地域で活動してい

るボランティアグループや市民団体からの応募をお待ちし

ております。 

 ●対象分野: 

 (1)ひとづくり (未来を担う人材育成 等) 

 (2)まちづくり （自然や歴史をいかした地域づくり 等） 

 (3)くらしづくり（安心し自立した生活を実現させる 等） 

 ●重点活動: 

 (1)はたらく人やシニアが、それぞれの経験を活か 

   して参加するもの 

 (2)自らの地域をよりよくするために、さまざまな  

   住民がボランティアとして参加するもの 

 (3)地域のさまざまな団体が連携し、参加するもの 

 ●助成総額: 

 概ね1100万円です。 

 (1)第1種：スタート助成(活動開始資金) 

  1団体 上限30万円 (継続あり) 

 (2)第2種：チャレンジ助成(事業展開資金) 

  1団体 上限100万円 (継続なし) 

  団体の活動実績が1年以上あることが必要です。 

 ●助成対象団体: 

  1都7県 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈

川、山梨) を主たる活動の場としているボランティアグルー

プや市民団体(NPO法人等)。 

 ●対象費目:   

 活動や事業に必要な直接経費の他、助成額の30％ま

ではスタッフ等の人件費も含めることができます。 

 ●選考方法: 

 選考基準に基ずづいて選考委員会にて行います。 

 ●選考結果の通知 :  2004年3月中旬 

  ■応募方法: 応募書類（所定の書式による）を郵便でお 

   送り下さい(持ち込み不可)。 
  ※下記の当社ホームページから、応募書類がダウンロードできます。 

  ■応募締切: 2003年12月10日(当日消印有効) 

  

主催・問合せ・応募先: 

  中央労働金庫 営業推進部 広報室 (担当：山口、野島) 

  〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2－5 

  TEL:03-3293-2048  FAX:03-3293-2007 

  http://chuo.rokin.com/ 

○▼ボランティア大募集▼○ 
 立川市社会福祉協議会身体障害者デイサービスセン
ター「マンボウ」では一緒に活動してくださるボラン

ティアを募集しています。利用者の方々と楽しい一時を

一緒に作りませんか？興味のある方は 

 立川市社会福祉協議会 

 身体障害者デイサービスセンターマンボウ 

 電話：042－529-8342  

 担当：岡部までご連絡下さい。 

 

○▼買い物付き添いボランティアの募集▼○ 
 曙町１丁目にお住まいの高齢者（８０歳）の買い物に付

き添ってくださるボランティアを募集しています。ご本

人は指先に力が入らないため、お一人での買い物が困難

になっています。一週間に一度ぐらいの頻度で駅ビルぐ

らいまで出かけます。移動は車いすを使用し、時間は一回

２時間程度です。日程についてはお互いの都合で調整し

たいと思っています。月に一度でも可能であればぜひ下

記までご連絡を！ 

  堀江 孝子民生委員 TEL/FAX 042-523-3919 

○▼交流授業の介助ボランティア募集▼○ 
 養護学校に通っている車椅子の肢体不自由男児 (小5)

が、週1回普通学校へ交流授業に通うため、その付き添

い・介助をしてくださる方を探しています。 

内容：送迎・階段の昇り降り・授業の見守り等。 

   給食を一緒に食べて頂きます(ご本人は自分で食   

   べます)。 

日程：12月15日(月) 11：15～14：00 

募集人数：２名位 

詳細問い合せ＆申込み： 

 東京都小児療育病院 ケースワーカー 大川  

 武蔵村山市学園4-10-1  電話：042－561-2521  

 

○▼ボランティア通信員を募集！▼○ 
 街づくり情報誌「どんなくにたち＋立川 国分寺 府
中」が季刊になって再出発します。そこで、国立市周辺

の情報を充実させたいので立川、国分寺、府中在住のボ

ランティア通信員を募集します。 

問い合せ： 

 「どんなくにたち＋立川 国分寺 府中」編集部 

  電話：042－575-6345  

●    ●    ●     ひと・モノ・募集    ●    ●    ● 

◆中央ろうきん助成プログラム◆ 
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市民活動センターたちかわより 

■◇■ＮＰＯ法人・非営利団体のための運営あれこれ講座を開催します（予告）■◇■ 
 多摩地区では少ないNPOの専門講座を開催いたします。これは毎月ではありませんのでこの機会にぜひご参加く

ださい。事前にご予約ください。 
 

○ NPOガイダンス  日時 平成16年1月14日（水） １９：００～２１：００ 無料 

    NPO法人についてわかりやすく解説いたします。定員35名 

    講師：市民活動センターたちかわスタッフ） 

○ 定款のつくり方  日時 平成16年1月20日（火） １９：００～２１：００ 500円（予定）     

    法人の認証だけでなくその後の運営にも影響がある定款について細かく見ていきます。 

    講師：熊谷氏・池澤氏（東京ボランティア・市民活動センタースタッフ） 

○ NPO法人と会計  日時 平成16年1月22日（木） １９：００～２１：００ 500円（予定） 

    会計のシステムはむやみに変更できません。導入する会計についても勉強してみませんか？ 

    講師：野村 竹志 氏（税理士） 

○ NPO法人と税務  日時 平成16年1月27日（火） １９：００～２１：００ 500円（予定） 

    法人についてくる税務のいろいろについてお話します。 

    講師：野村 竹志 氏（税理士） 

○ NPO法人と労務  日時 平成16年1月29日（木） １９：００～２１：００ 500円（予定） 

    有給職員を雇うことになれば当然発生する労務についてお話を伺います。 

    講師：井嶋 栄治 氏（社会保険労務士） 

  会場はいずれも立川市女性総合センター・アイム ５階 定員はNPOガイダンス以外は50名となります。 

■◇■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。 

 ○ 日時：１２／１０（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） 

 ○ 日時：１２／１９（金）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 

 それならNPO？有限会社？株式会社？ 

 

 特定非営利活動法人の認証数が立川市でも30を超えました。活発となってきた法人の設立ですが、団体の使

命が何であるのか？使命達成のための活動は何をしているのか見えにくい団体も増えているようです。NPO法人は

非営利とはいえ団体の運営のために収益事業を行うことができます。しかし団体の経営を安定させるために、事業

収入が見込まれる活動に活発な団体も増えている様子。このような団体と一般の企業との区別がつけにくい状況

も生まれています。いわば「非営利企業」的な存在です。一方では資本金を用意できない方でも設立できる「最低

資本金規制特例」なんて方法も活用して積極的に起業している方もあります。裏を返せばNPO法人に対しての市

民側の支援がまだ得られにくい状況であることだともいえます。NPO法人への優遇税制が緩和されてきたとはいえ、

まだ小さな団体が認証を受けるには事務作業が増えるなど法人化のハードルを越えさせるメリットは感じられませ

ん。では、そもそもこの「特定非営利活動促進法」が設立にいたった背景はなんだったのかをもう一度冷静に考えて

みたくなります。もともと「市民活動促進法」なんて法案の名前もあったのですから。 

 徒然トピックス ● １円で起業か、０円でNPOか。 
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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・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） 

 

●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） 

■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。 

■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！＞＞市民活動センターたちかわ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://act.annex-tachikawa.com 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● 

 富士見町酒店「エスポアおぎの」の６代目、荻野博之さんが日
本ソムリエ協会主催の「第５回ワインアドバイザー全国選手権」

にて頂点に立った。朝日新聞によれば、荻野さんは９７年に行っ

た欧州旅行でワインづくりに取り組む人の姿に感銘し、本格的に

ワインに取り組んだとのこと。店を終えてからのワイン教本に向

かう姿は想像するに頭が下がります。とにかくおめでとうございま

す。何かを始めるきっかけはどこにあるのかわかりませんね。取り

組むべき目標が見つからず、欧州旅行も難しい方はぜひ、市民

活動センター（富士見町）まで出かけてみませんか？運命の出

会いがあるかもしれません。（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 


