
 

            ◆編集・発行◆ 
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  Tel.042-529-8323  Fax.042-529-8714 

Ｅｍａｉｌ aiaivc@whi.m-net.ne.jp 

URL http://act.annex-tachikawa.com/  

（登録団体募集中です！多くの人に団体の活動を知ってもらいませんか？） 
◆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。 

市民活動センター 

★たちかわ通信 

☆  ☆ 

   市民活動センターたち
かわは、ボランティアやＮ

ＰＯ・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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今 月 の も く じ 

2004.6Vol.15 

P2   夏！体験ボランティア２００４ 

P3～5 「イベント・講習・講座情報」     

P5～6 「ひと・モノ・募集」 

P6   「助成金情報」「ＮＰＯ相談」 

P7   平成１５年度事業報告  

P8   「市民活動センターより」 

注目は・・ 

待望の不登校を考える集いが、６／２７（日）

立川で開催！詳しくはＰ３をご覧ください。 

 

☆特集:今年も熱い！『夏！体験ボランティア２００４』☆ 
 

ふれあいミュージックフェスティバル２００４ プレコンサート 

PocoPrimo（パーカッションアンサンブル）の演奏 
～スオミミュージックステージでお待ちしております！～ 

 今年もふれあいミュージックフェスティバルを９月に開催しま
す。それに先駆け、市内の福祉施設数箇所でプレコンサートを

計画中！今回はその第一報です。お誘いあわせてお出かけ下

さい。予約は不要。無料です。 

   日 時 ６月２６日（土） １４：００－ 開演 

   会 場 至誠ホームスオミ １階レストラン（錦町６－２８－１５） 

   曲 目 マンボ セニョールマウス 八木節 

   主 催 （社福）立川市社会福祉協議会  

        （社福）至誠学舎立川・至誠ホームスオミ 

   協 力 東京ガス株式会社 多摩支店 
   問合せ 立川市社会福祉協議会 市民活動センターたちかわ          

        ℡ ０４２－５２９－８３２３ 

「ボランティア活動に関心はあったけどきっか

けがなかった」 

「自分にどんな活動が合うのか分からない」 
こんな想いを持っていませんか？ 

そんな人には 

   『夏！体験ボランティア２００４』 
                がお勧めです☆ 
 
「まずは体験してみたい」そんな気持ちに

『夏！体験ボランティア』がこたえます！ 
            （詳しくは２ページへ） 
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  今年も熱い！『夏！体験ボランティア２００４』 

 
      ～市民活動センターたちかわ 今年も 『夏！体験ボランティア』開催～ 

夏！体験ボランティアって？ 

夏！体験ボランティアは、主に７月～８月の夏休み期間に

かけて、老人ホーム等の福祉施設やボランティア団体で、数

日間ボランティア活動をやってみるものです。 

例えば、 

 

☆老人ホームで 

 お年寄りとおしゃべり 

 囲碁や将棋を楽しむ 

 お部屋をお掃除 

☆障害のある人と 

 昼ごはんをつくって食べる 

 歌やレクリエーション 

☆保育園で 

 子どもとふれあう 

 一緒に遊んだおもちゃを 

 洗う 

 プールのお掃除 

 

 

 

「ボランティアはしてみたいけど人と関わるのはちょっ

と苦手」なんて人も大丈夫。 

色々な活動があなたを待っています。 

昨年は６３団体から１０３のプログラムが出されました。 

たくさんのプログラムからぴったりくるものを選んでください。 

 

 

夏！体験ボランティアの感想 

～参加者からは～ 

「子どもたちのパワーに圧倒されました！」 

「沢山の笑顔に触れて自分もずっと笑顔でいれました。」 

「障害者って言葉にみんなの先入観の大きさを知りまし

た。」 

「ボランティアってすごい立派だって思ってたけど、自分も楽し

みながら、新たな出会いが出来る交流の場だって感じだっ

た。」 

「最後の挨拶の時にもらった『ありがとう』って言葉がすごくう

れしかった。」 

 

～受け入れ施設からは～ 

「最初は不安そうだったけど、子ども達やお年寄りともあ

んなに仲良しになれたのに、別れるのが惜しいわ。」 
                   (老人ホームスタッフ） 

「『また来ます！』そんな言葉を残していった子がいたん

だけど、次の夏休みにまた来てくれて私達もお年寄りも

本当に嬉しかったよ。」      (老人ホームスタッフ) 

 

 

 
 

どうしたら夏！体験ボランティアに参加出来

るの？ 

１．「活動先一覧」を受け取る 6/14（月)～ 
市民活動センターたちかわ窓口か伊勢丹６階あいあい

ステーションに直接来られるか、市民活動センターたち

かわにお電話を下さい。「活動先一覧」を差し上げます。 

            ↓ 

２．希望する活動を選んで「参加申込書」を書く 
活動先一覧を参考に、参加申込書に必要事項をご記入

下さい。高校生以下の方は同意書に保護者のサインが

必要になります。 

            ↓ 

３．窓口にて申込み 6/23(水)～7/8(木) 
必ずご本人が「参加申込書」を市民活動センターたちか

わの窓口にご持参下さい。市民活動センターたちかわ

で、参加者の希望をもとに受け入れ先の調整を行いま

す。 

            ↓ 

４．オリエンテーション〈7/9(金) もしくは10（土)〉と 

各施設での事前説明会  
参加が決まったら市民活動センターたちかわのオリエン

テーションと各施設の事前説明会（施設ごとに形態は異

なります）に参加して下さい。 

 

＊わからないことがある場合は、お気軽に市民活動セン

ターたちかわにお声かけください。 

 

今年も熱い夏！「夏！体験ボランティア」で一歩踏み出

してみませんか？ 
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開催場所：｢育て上げ｣ネット事務局 

     立川市高松町2-9-22 生活館ビル3F   
     立川駅下車、北口より徒歩10分 
費  用：｢ジョブトレ｣説明会 無料 

     事前相談 5,000円 
②立川市委託事業ジョブステーションたちかわ 

                                                    設立記念セミナー 
 就労を考える若者の悩みを第三者と一緒に解決しなが

ら、様々な職業人の生の情報を得て、仲間を作るきっかけ

となる「居場所」がジョブステーションたちかわです。 

基調講演：ひきこもりからの社会参加と就労支援 

 工藤定次氏 (NPO法人青少年自立援助センター理事長) 
パネルディスカッション： 
  就労への一歩が踏み出しづらい若者へ 

 淡路千晴氏 (精神保健福祉士・ヒッキーネット事務局長) 
    川副崇氏 (ヤングジョブスポットよこはまアテンダント) 
    安田英文氏 (NPO法人「育て上げ」ネットユースコーディネーター) 
日時：6月26日(土)13:30～16:00 
会場：アミューたちかわ(立川市民会館)第一会議室 
   〒190-0022 立川市錦町3-3-20 
   電話：042-526-1311 FAX：042-525-6581 
定員：90名(原則事前予約制) 
担当責任者：宮城 太一 

問合せ先： 

 NPO法人｢育て上げ｣ネット 
 〒190-0011 立川市高松町2-9-22生活館ビル3階 
 Tel/ Fax 042-527-6051  mail: mpnet@zak.att.ne.jp 
    URL  http://www.sodateage.net 
 
■映画「あしがらさん」レイトショー決定 
 あしがらさんは20年以上も新宿の路上で生きてきた。残飯
で飢えをしのぎ、心を閉ざして誰とも付き合わない。 ある
時あしがらさんの笑顔に触れた作者は「このひとをもっと知

りたい」そんな気持ちでカメラを回し始める･･。 

大好評につき、期間限定でレイトショー決定！！ 

日 時：6月5日(土)～11日(金) 連日20:15より 

場 所：ポレポレ東中野 

問合せ：電話03-3371-0088 www.mmjp.or.jp./pole2 
 

■朗読会 
 女性二人による午後の朗読会です。大人が楽しめる作品
をご用意しました。どなたでもお気軽にお越し下さい。 

内 容：1.金子みすずの詩 

    2.鷲の爪 

    3.話したがる女たち 

日 時：6月5日(土)14：00～15：30 

場 所：柴崎福祉会館     参加費：無料 

問合せ：佐野まで 090-3136-8822 
 

  情報コーナー■ 
  ～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。 

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   ●   ●   ● 

■『不登校を考える 立川の集い』 
 不登校や不登校予備軍の子ども達に実際にかかわった

方々の体験にもとづくお話を聞きます。また、不登校に関す

るネットワークづくりの第一歩にします。 

日 時：6月27日(日)10：00－11：30 

会 場：こぶし会館(幸町5-83-1) 

    モノレール砂川七番駅下車 徒歩2分 

定員：30名(要予約)   参加費：300円(資料代) 

申込み：和みの会 Tel042-535-6843(10:00～18:00) 
共催：和みの会 

   立川市社会福祉協議会･市民活動センターたちかわ 
 

■２００４ 環境フェア(6月5日は環境の日) 
 6月は環境月間、6月5日は環境の日です。立川市では環境
の日に合わせて女性総合センターで環境フェアを開催しま

す。 

◆昭和第一学園環境研究部のパネル、機械研究部のソー 

 ラーカー、リッターカー（展示会） 

 日時：6月1日(火)～6月6日(日)10:00～21:00(最終日は    
 16:00まで)※ソーラーカーとリッターカーは5･6日のみ 
◆バードコール（実演コーナー）※材料費150円 
 日時：6月5日(土)、6日(日)①10:00～②14:00～ 
◆ペーパークラフト（実演コーナー） 

 日時：6月5日(土)、6日(日) 10:00～15:00 
◆アクリルたわしを作ろう！（実演コーナー） 

 日時：6月5日(土)、6日(日)10:00～13:00 ※参加費30円 
◆ドイツの環境都市を訪ねて ※要申込み 

  ～立川市の可能性をさぐる（講演会） 

 日時：6月5日(土)14:00～16:00(保育あり) 
◆環境エネルギー館見学会(見学会)※要申込み 
 日時：6月6日(日) 9:00～15:45 (40名定員) 
◆ヤゴ(トンボの幼虫)の配布 先着20名様 
 日時：6月6日(日)14:00～ 
 詳細問合せ：立川市女性総合センター 

 〒190－0012 立川市曙町2-36-2 
 Tel ：042-528-6801 Fax ：042-528-6805 
 
■NPO法人｢育て上げ｣ネットから～ 

①若年者就労基礎訓練プログラム｢ジョブトレ｣開始 
 対人コミュニケーションが苦手であったり、仕事が長続き

しない若者に対して、就労の基礎段階からの訓練プログラム

を提供しています。一定期間、継続してアルバイトができる

ことを到達目標としています。それぞれの状態に合わせたプ

ログラム参加形態を取ることで「参加しなければならない」

という心理的負担を軽減します。ユースコーディネーターが

ご相談にのりながら進めます。 

説明会開催日時：6月3日(木)・4日(金) 
        13:00～14:00説明会 
        14:30～事前相談会(個別･要予約) 

おす
すめ
！ 
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ご職業 (学生の場合は学校名) を明記した用紙と、保険代

500円分の郵便為替を同封の上、｢都立村山養護学校公開講

座 担当：矢野宛」で村山養護学校にお申し込みくださ

い。〆切は6月11日(金)必着。 

参加者決定について： 

 定員は30名。申し込み多数の場合は抽選。参加者には参加

費振り込み用紙を送付いたします。お振り込みを確認次

第、再度確認証を送付します。 

問合せ： 

 申込方法、講座の内容等、ご質問などがございましたらご連絡く

ださい。Tel042ー564－2781／042－564－2782 
｢自立活動室の矢野」まで できれば15：30以降にお願いします。 
 

■再就職支援セミナーに参加してみませんか！ 
 再就職活動はあなた自身をうりこむ｢セールス｣のような
ものです。会社や経営者があなたを｢役に立つ、一度使っ

てみよう｣と考えれば、きっと就職に結びつくでしょう。

そのためには(いっしょに働いてみたい)と感じさせる必要

があります。このセミナーでは、就職面接で｢この人に仕

事をさせてみたい｣と感じさせるテクニックを学びます。 

 参加ご希望の方は、6月15日 (火)までに下記までご連絡

ください。参加費は無料です。 

 Tel03-3266-5744(火曜日)／090-1264-9616(担当･川村) 
日 時：6月19日(土)13：00－16：00 

場 所：飯田橋人材開発センター3階第3教室にて 

問合せ：NPO法人自立生活サポートセンター・もやい 
〒162-0814 東京都新宿区新小川町8－20 こもれび荘 
Tel/Fax03-3266-5744 
 

■「棕櫚亭」地域精神保健講座のお知らせ 
講演会：「あなたもわたしも地域で暮らしていこうよ！」 

日 時：6月19日(土)11：00－12：30 （開場10：30） 

会 場：社会就労センターピアス (JR谷保駅 徒歩1分) 

講 師：橋本 正明さん(至誠ホーム･ホーム長、立教大学教授) 

連絡先：棕櫚亭Ⅰ  

        Tel042-576-6783 または 042-571-6055(当日)  
 

■フリー＊ルームことこと 参加者募集 
 子育て支援を行っている市民グループフリー＊ルームこ

とことでは、“のんびりゆっくり”をモットーに子育て広

場｢のんびりあそぼ｣を開催しています。 

・毎週水曜日 10：30～12：30 3歳ぐらいまでの親子を対象 

・6月30日(水)のみ11：00～13：00 

 『のんびりたべよ！』 

  ひとりで育児のあいまにせわしなく昼食をとっている 

 おかあさん!たまにはワイワイおしゃべりをしながら 

 ゆっくり昼食を食べませんか？プレママ・子ども大好き 

 な方も大歓迎です。 

 参加費：大人の昼食代(250円) 

     お子さんの食事はご持参ください。 

 ＊簡単な昼食を用意しますので準備の都合上、前日まで 

  にご連絡ください。 

また毎月一回「午後のことこと」と題して、様々なイベン

トを行っています。 

6月は「七夕かざりを作って飾ろう」 

日 時：6月26日(土)13:00～15:00 

参加費：100円（材料費） 
※いずれも維持費として、別途100円(親子1組)を頂きます。 

会場･問合せ：フリー＊ルームことこと 

      〒190-0023 立川市柴崎町2-10-16東号 

      Tel/Fax 042-526-7432 
 

■子育て講座のお知らせ 
 子ども達が安心して成長できる環境をつくる為に、私達大
人に何ができるのかワークショップ（参加型学習）で一緒

に考えてみましょう。 

日 時：①6月10日(木)10：00－12：00 

     ｢CAP(子どもの暴力防止と人権教育)｣ 
     対象：保護者 場所：立川市錦公民館 

    ②6月17日(木)13：00－15：00 

     ｢CAP(子どもの暴力防止と人権教育)｣ 
     対象：保護者 場所：武蔵村山市民総合センター 

    ③7月22日(木)13：00－14：00 

     ｢親子の安全トレーニング｣ 
     対象：5～７才児とその保護者 

     場所：武蔵村山市民総合センター 

定 員：32名～40名    参加費：500円 

問合せ・申込み： 

 NPO法人市民共同学習プロジェクト子どもひろば 

 TEL＆FAX：042-561-8323 
 E-mail：kodomohiroba@yahoo.co.jp 

 HP http://www.geocities.co.jp/NeverLand/1015 
 

■身近にある株式投資のヒント 
 年金改革･税制改革が家計に与える影響への不安が広が
り、ヤミ金融などマネートラブルが後を絶たない昨今。1人

1人が生きがいを持って、安心して豊かで楽しく暮すため

に、今必要とされるのは、暮らしを守る「防衛術」とお金

を賢く育てる「知識」です。 

内 容：◆新聞、テレビなど身近なところから経済知 

    識を学ぼう！ 

    ◆家事、子育てなど身近な生活の中から、株 

    式投資のヒントを見つけよう！ 

日 時：6月17日(木)10：00－12：00 

場 所：東京都多摩消費生活センター2階セミナー室 

定 員：30名     参加費：500円 

個別相談会･同時開催 (年金･生命保険･不動産･相続･住宅

ローンなどファイナンシャル･プランナー、社会保険労務

士、行政書士など専門家が皆さんのご相談を受付けます。

ご希望の方はお電話･ホームページにてご予約下さい。) 

問合せ・申込み： 

 NPO法人ＴＡＭＡファイナンシャル・プランニング研究会 

 〒192-0046八王子市明神町3-2-1-501  FP事務所らばん内 

 Tel0426-60-0460(平日10～16時) Fax 0426-60-0488 
 E-mail tamafp@con-a.com URL http://con-a.com/tamafp/ 
 

■心身障害児ボランティア講座 
 本講座は、障害児・者にかかわっていくために必要な基本
的な知識と介助の技術の取得を目的としています。講義と

実技によって、実践的で役立つ内容となっています。平易

で解りやすく指導しますので、どうぞお気軽にご参加くだ

さい。障害者等を取り巻く環境への関心や理解をもち、養

護学校や地域でのボランティア活動に携わる方々が増えて

いくことを願っています。 

日時：6月26日(土)9：00～12：00 7月 3日(土)9：00～12：00 

      7月10日(土)9：00～12：00 7月18日(日)14：30～17：30 

   7月24日(土)9：00～12：00 

  4回以上出席された方は、「修了証」を差し上げます。 

会場：東京都立村山養護学校(〒208-0011武蔵村山市学園4-8) 
    玉川上水駅より村山団地行バス｢村山団地｣下車、徒歩10分 

参加費：1500円 (但し、高校生、身体障害者手帳をお持ちの

方は無料)。保険加入費別途500円必要。 

申込方法：封書で。住所・氏名・性別・年齢・電話番号・
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●    ●    ●     ひと・モノ・募集    ●    ●    ● 

■ボランティア募集 
 自立生活サポートセンター｢もやい｣はホームレス経験者
や生活保護受給者をはじめとした方々の生活の自立をサ

ポートする団体です。 

◆互助会「もやい結びの会」を通しての互助･親睦活動 

 毎月第二･第四土曜日 (午後)の定例会の他に、旅行やレク
リエーションを会員と共に企画し、相互会会員同士の横の

つながりをつくります。仲間づくりに興味がある方、一緒

に｢もやい結びの会｣を盛り上げてください。 

◆会員の訪問活動と面会活動 

 会員の安否確認を兼ねた戸別訪問活動や、都の自立支援

施設への面会交流を行っています。フットワークの軽い

方、あったかい笑顔をお待ちしています。 

◆もやいニュースの発行 

 会員の方たちと一緒にニュースレターを作成します。デザイ

ン･レイアウト･編集作業の得意な方を求めています。 

◆ホットラインによる電話相談 

 住宅の保証人相談を軸として、路上生活経験者･外国人家

庭や家庭内暴力の被害者など様々な立場の方の相談に応じ

ています。毎週火曜日の相談に協力してください。やる気

と思いやりがあれば経験不問。 

連絡先：NPO法人自立生活サポートセンター・もやい 

〒162-0814東京都新宿区新小川町8－20 こもれび荘 
Tel/Fax03-3266-5744 
 
■若者の就労(就職)支援をしませんか？ 
 NPO法人｢育て上げ｣ネットは、立川市より委託を受けた
NPO法人青少年自立援助センターと協働で｢若年者就労支
援事業｣に取り組むことになりました。さまざまな世代の知

恵と経験、アイディアを事業に生かしたいと思い、ボラン

ティアスタッフを広く募集いたします。 

内容：職業人を招いて現場のお話を聞いたり、職場見学・

体験のコーディネート、利用者から仕事に関る悩みを聞く

など、若者が就労していく支援をして頂きます。 

対象：フリーター、学生の方、お父さんお母さん世代の

方、シルバー世代の方、カウンセリングやコーチングなど

に関心のある方など。 

期間：6月28日～7月31日 
日時：火曜日～土曜日 12:45～18:15 
   週2回／1日3時間希望 その他条件は応相談 
ご興味のある方は事務局までお問合せください。 

 NPO法人｢育て上げ｣ネット 
 〒190-0011 立川市高松町2-9-22生活館ビル3階 
 Tel/ Fax042-527-6051  Email: mpnet@zak.att.ne.jp 
    URL  http://www.sodateage.net 

第11回 外国人無料健康診断 
日時：7月3日(土)17:00～20:00 

場所：立川市中央公民館 ２Ｆ視聴覚室 (℡ 042-524-2773) 
対象：外国人であれば誰でも年齢に関係なく受診できます。 

費用：無料(保険証必要ありません) 

検査項目： 

 問診(健康状態について)・胸部レントゲン、心電図・ 

 測定(身長、体重、血圧、視力、握力)・歯科・尿検査・ 

 血液検査(貧血、肝、コレステロール等) 

 ＊ Tシャツが便利です。＊ 夕食は食べないで来てください。 

結果：7月10＆17日(土) 18：30～21：00 

   立川市中央公民館３Ｆ会議室にてお渡しします。 

主催：ぴぃ～・メディチン・たま(在日外国人医療ﾎ ﾗ゙ﾝﾃｨｱの会) 

    代表 田中 穂積 (Tel/Fax0428-22-2762) 
協賛：立川国際友好協会(TIFA) 

＊当日の協力ボランティアを募集しています。 

＊外国語案内状あります、FAXくださればお送りいたします。 
 
 
■“表現遊びのプロ集団” 

   アフタフ･バーバンがやってくる！ 
 テイクオフでは毎年恒例となっているこの企画。 

今回もみんなで楽しく盛り上がろう！夏をイメージしてみ

よう。そして、からだで表現しよう！ 

日 時：7月11日(日)14:00～16:00 

場 所：高松会館 和室 

    立川市高松町2-25-26（電話：042-528-1080） 
定 員：30名   参加費：100円(飲み物代) 

(定員になり次第締切らせていただきます) 

制作･企画：あそび･劇･表現活動センター 

      アフタフ･バーバン(とびらよ ひらけ) 

主催･問合せ・申込み： 

 地域デイサービス テイクオフ 

 立川市高松町1-20-5  Tel/Fax042-527-9203(担当：古市) 
 

■至誠キートスホームボランティア入門講座 
 ボランティアに関心のある方！一歩踏み出す準備をしませ

んか？ボランティアには様々な活動があります。ぜひ一

度、気楽にご参加下さい。 

日時：7月8日～8月5日の毎週木曜日(全5回)13：30～15：30 

内容と定員： 

7/ 8 開講式 至誠キートスホーム園長 大村 洋永氏 

     講  演 「今、なぜボランティアなの？」    50名 
        講師：小島セツ子氏 
            (東京都社会福祉協議会特別研究員) 

7/15 講  義 「高齢者の心と体」         50名 
        講師：至誠キートスホーム 生活サービス部 
            チーフマネージャー 鈴木 篤氏 

7/22 介護実技講習(移動介助と食事介助の方法)  20名 

7/29 各フロアーでのボランティア体験          20名 

8/ 5 各フロアーでのボランティア体験 

   閉講式 至誠キートスホーム園長 大村 洋永氏 20名 
 
場所：至誠キートスホーム 

   〒190-0002 立川市幸町4-14-1 

参加費：無料 

問合せ： 
 社会福祉法人 至誠学舎立川 至誠ホーム 至誠キートスホーム 

  Tel 042-538-2323 Fax042-538-2324  担当 市川／渡辺 
 
 

■音訳初級講習会 
日 時：9月8日(水)～12月8日(水)の毎週水曜日 

    13：30～15：30 (全10回) 

会 場：立川市総合福祉センター 2F  第2活動室 

会 費：2,000円(10回分)  年 齢：53才迄 
説明会：7月14日 13：30～ （無料） 
    立川市総合福祉センター 2F  第2活動室 

主 催：立川市朗読サークル「こえ」 

問合せ・連絡先：金子 通子 Tel042-522-3604 



 

 市民活動センターたちかわからのご案内 
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市民活動センターたちかわの登録団体になりませんか？ 

 登録していただくと市民活動センターの広報媒体を使い広く市

民のみなさまに活動を広報できるほか、団体として貸室の予約が

早く申し込めるなどの他、印刷機が安く使用することが出来るなど

のメリットもあります。毎年4月の更新です。 

 登録のご希望は市民活動センターまでご連絡ください。 

     Tel042-529-8323  Fax042-529-8714 

        Email aiaivc@whi.m-net.ne.jp 

市民活動センターに登録しませんか？ 

ＮＰＯ法人設立ガイダンス 
NPOに興味はあるけど難しそう・・・そんなあなたもお気軽にご参加ください。 

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わかりやすくお話します。

事前に市民活動センターまでご予約ください。定員２０名。 

日時：平成１６年６月１５日（火） １９：００－２１：００     

会場：立川市女性総合センター・アイム５Ｆ 第２学習室 立川市曙町2-36-2 

とりあえずどんな質問でも 

ホームページ「市民活動WEBたちかわ」 

登録団体はホーム

ページのシステムを無

料でご利用いただけ

ます。講座のお知らせ

などご自由に更新が

可能となっておりま

す。ぜひご利用を。 

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運営について個別にご相談にのります。 

事前に市民活動センターまで電話かﾒｰﾙでご連絡下さい。 

相談日時は調整させていただきます。 

ご予約の際は、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） 

回答に資料準備や調査が必要になる場合、相談日の後に回答をさせて頂くこともあります。 

協力：市民活動サポートセンター・アンティ多摩 

◆第１６回地域福祉を支援する「わかば基金」  
支援対象  地域で活発な福祉活動をすすめているグループ

を対象とします。        

申込方法   申請書の「記入上の注意」をよく読み、 申込書に

必要事項をご記入のうえ、ＮＨＫ厚生文化事業団および各支局

へお申し込みください。申込書は下記からダウンロードして

下さい。（郵送での取寄せも可能）  
http://www.npwo.or.jp/topics/index.html#02 
締切   ６月２５日（金）必着 【郵送のみ】  

申し込み・問い合わせ （平日9：30～18：00）  

 ＮＨＫ厚生文化事業団  Tel 03-3481-7855    
  

◆平成16年度 第30回 社会福祉助成金  
助成対象  わが国における社会福祉事業 (福祉施設の運
営、福祉活動など)を行う民間の団体が企画する事業案件

で、条件を具備するものを対象とします。 

※なお、申込書など申込関係書類は、下記ホームページより

ダウンロードしてください。 

・平成16年度 丸紅基金福祉助成金申込書 
http://www.marubeni.co.jp/kikin/form/form2004.xls 

・助成金申込書記載要領 

http://www.marubeni.co.jp/kikin/requirements.htm 

・申込書記入例、要領の説明 

http://www.marubeni.co.jp/kikin/form/form2004_example.xls 

または、FAX･ハガキ･メールにて、郵便番号、住所、団体
名、担当者名、電話番号、FAX番号を明記の上、当基金にご
請求ください。 

申込締切  6月30日(水) ※郵送の場合、消印有効 
主催・問合せ・申込先  社会福祉法人 丸紅基金 
〒108-0014港区芝5-20-6 丸紅東京本社三田別館4階 
Tel03-5446-2474・2475   Fax 03-5446-2476 

●    ●    ●    助成金情報    ●    ●    ● 

■子育てサークルを手伝ってくださる方を募集 
 市内には子育てサークルがいくつかありますが、サーク

ルによって形は色々ですが活動中に子ども達の保育や見守

りをして下さる方を募集しています。活動日や場所は不定

期で、グループから要望があり次第、活動の相談をさせて

頂きます。 

 詳細は市民活動センターたちかわ 早川・増岡まで 

■保育ボランティア募集 
 お母さんのサークル「スキップママ」の活動中に子どもと
一緒に遊んでくれるボランティアさんを募集しています。１

才から３才までの子ども達です。 

日 時：毎月第１火曜（変更もあります）10:00～12:00 
場 所：立川市総合福祉センター内 

問合せ：スキップママ 松崎 Tel042-534-5264 
    Email miko3792@yahoo.co.jp 



 
「市民活動センターたちかわ」の平成１５年度をふりかえって 

ご相談件数と登録団体が飛躍的に増加 
「ボランティア活動したい」「市民活動に関する情報がほしい」「NPO法人はどう

立ち上げるの」「地域の輪づくりって大切ね」など、日々寄せられるご相談。 

平成14年度の「ボランティアセンター」時代では２４９件のご相談でしたが、市民

活動センターとしてリニューアルスタートをした昨年度は９０５件のご相談が寄せ

られました。ひとつひとつのご相談内容も多彩であり、新たな社会課題、地域の

課題を浮き彫りにさせるものが多く見受けられます。 

 

センターに登録をして、情報の受発信をご希望される団体数も４３団体から８７

団体に。今まであまり接点を持てずにいた自然環境グループやスポーツ、動物

愛護といった活動をしている団体ともつながることができました。センター内フ

リースペースや貸し出し機材を活用してくださる方も増加しました。 

 

広がり続ける、市民活動センターと市民・団体のつながりを、市民同士、団体同

士の広がりにとしていくこと。この視点を大事にしていきたいです。 

白熱する運営委員会 
「市民活動センターの運営は市民自らの手で」と発足した運営委員会。助成事業

の審査とガイドラインづくりや、広報イベントの企画・運営、3-5年後の市民活動セ

ンターのありたい姿を探る作業など、行きつ戻りつしながらの議論を重ねてきまし

た。 

ふりかえれば、３１回の会合となっていました。 

バックグランドの異なる市民がアイデアを出し合い、ふくらまし合い、今ここから「市

民文化」を創造しようと、熱い委員会となっています。 

行政と市民の協働モデルづくりへの挑戦 
「立川市第３次長期総合計画第２次基本計画」の策定のため、公募市民による市民会議

の運営を始めました。 

 

４３名の市民委員の方、企画政策課を中心とした立川市行政スタッフと共に、会議を進め

ています。市民が行政に対して要求・要望に終始したり、行政が市民からアリバイ的に意

見を聞くといったことではなく、市民がまず、まちのありたい姿を議論し、そこから課題認

識をし、戦略を練るということを試みています。 

 

市民会議としての発案は９月頃、一度まとめられ、来年３月には、市民ならではの発案が

活かされた計画が出来上がる予定です。本誌面でも今後おってお伝えしていきます。 

 「立川ボランティアセンター」から「市民活動センターたちかわ」としてリニューアルしたのは、 

平成15年４月のことでした。 
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立川市社会福祉協議会・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 

 

◆一部地域に新聞折込をしていただいています◆ 

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り込みにて配布されます。（栄町・高松町・曙町の一部） 

■『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 

・ボランティアルームふじみ（立川市総合福祉センター内） 

・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） 

・事務所前のスペース（活動センター前・無線でインターネットがご使用になれます。） 

■お申し込み方法 

事前にお電話か来所にてお申し込みください。先着順とさせていただきます。 

                              （登録グループは優先予約あり） 

備品の貸し出しについて  ■貸し出し機材について 

Ａ１拡大コピー機が好評です。パソコンでの入力も可能です。 

印刷機の空き状況はご確認ください。大量使用は必ず事前にご予約ください。 

※ そのほかの貸し出し物品については利用案内・ホームページを御覧下さい。 

■お申し込み方法 

事前にお電話か来所にてお申し込みください。先着順とさせていただきます。          

■そのほか『市民活動センター・たちかわ通信』を読むには・・ 

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登録団体となる！＞＞登録グループには無料にて5部を上限として郵送させていただいております。 

●編集後記● 

編集後記初登場です。毎日、立川～川崎間を南武線に揺

られてます。いつの間にやら汗ばむ季節、立川駅から市

民活動センターまでの道、スーツの中でワイシャツが背中

にくっつきそうになります。みなさんはこんな遠いに場所に

あるセンターの窓口までわざわざ来て下さってるんだなぁ

と、改めて思っています。暑い季節、暑さに負けない笑顔

でいられたらと、そんな風に思います。       （ナオ） 

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。北口バス停⑩⑪乗り場、富士見町2丁目下車徒歩4分。立川市女性
総合センターアイム前発くるりんバス、南くるりん左回り乗車。『総合福祉センター前』下車徒歩０分、平日は無料シャトルバスが立川駅北口

バスロータリー交番前より 9：50、10：30、11：10、11：50、13：10、13：50、14：30に出ています。 

保険の加入について ■「ボランティア保険」「行事保険」の受付しています。 

保険料や各プランの内容など、詳細はお問い合わせください。 

※ 行事保険の保険料については行事の開催前に、郵便局での振込が必要とな

ります。振込用紙をお渡しいたしますので事前にご来所下さい。 

■お申し込み方法 

お申込みは当センター及び社協あいあいステーションでも受付けております。(営
業時間は伊勢丹立川店の営業日で、10:00～18:00。年末年始は変更あり。) 


