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（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 

2004.7Vol.16 

 

P2～3 特集： 

     ついに立川にも、｢場｣ができました 

P4～6 情報コーナー 

P6～7 「ひと・モノ・募集」｢助成金情報｣」 

P7～8 「市民活動センターより」 

～不登校･引きこもり･就労に迷う若者たちに向かい合う～ 

☆特集：ついに立川にも、「場」ができました☆ 
 

     日時／７月３日（土） １４：００ 開演     

  会場／特別養護老人ホーム至誠キートスホーム  
          （幸町４－１４－１） 

昨年のプレコンサートの様子   

演奏に涙する方もいらっしゃいました。 

主 催 （社福）立川市社会福祉協議会  

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 

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 くにたちクラリネットオーケストラ3年 の演奏 
 今年もバリアフリーのコンサート、「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、7月

は市内の福祉施設２ヶ所で国立音楽大学の学生によるプレコンサートを開催！是非お問合せの上お出かけ下さ

い。無料です。 

  日時／７月２４日（土） １４：００ 開演     

会場／特別養護老人ホーム西砂ホーム  
       （西砂町５－５－５） 

♪演奏曲（予定）♪ 

青い山脈  

夏の思い出 

川の流れのように 

ハンガリー舞曲5番  

・・・など   

 不登校や引きこもり、若者の就労について、体当たりで模索をし始め

た「NPO法人『育て上げ』ネット」の安田英文さんと、「和みアカデミー」の

安田さん。就労支援とフリースペース、形は違いますが子どもや若者に

起きていることと向かい合い、手を打っている姿を皆さんにもお伝えしたい

と思います。紙面の都合で内容は抜粋ですが、対談は思いがこもって数

時間に及びました。（次ページへ） 

注目！ 「育て上げ」ネットは7月に若年者向けの就労支援事業として各種セ

ミナーなどを企画しています（P3参照）。      

夏！体験ボランティア２００４ 
     ～受付始まりました～ 

 

 もう資料は入手されましたか？資

料がまだの方は、当センターか、あ

いあいステーションでお受け取り下

さい（開所日・時間はこの頁下欄と

8面を参照のこと）。お申込は当セ

ンターへご本人が持参して下さい。 

 今後お申込みは混雑することが

予想されます。お早めにどうぞ！ 
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これまでの経緯／教室の後ろにいると、子どもたちのつ

ぶやきが聞こえてきて・・ 

和みアカデミーの安田ゆき子さん(※以下「和み」) 
 外国人児童生徒等指導員という教員でも親でもない立

場で学校の現場に入っていました。教室の後ろにいると、

子どもたちのつぶやきが聞こえてきて、してあげられること

がいっぱいでした。ひと

つの所に入りきれない

個別対応が必要な子が

いっぱいいます。また同

時に、甥っ子や姪っ子、

息子の友人の不登校を

みて、本当に必要な場

所があるはずだという思

いが・・・。それで何もな

い所からフリースペース

をスタートしたばっかりです。 
｢育て上げ｣ネットの安田英文さん(※以下「ネット」) 
 自分自身が高校をでてからずっとフリーターでいました。

昨年７月にヤングジョブスポットよこはま(雇用・能力開発機
構が運営する若者の就労支援施設。ハローワークのような

職業紹介のための施設ではなく、将来の職業生活につい

て考えたり、様々な職業に触れ合う機会を提供している）

が取り上げられたテレビ番組を見て、その場を訪れました。

そこでヤングジョブスポットよこはま、そして「育て上げ」ネッ

トの活動を手伝うようになりました。 

「育て上げ」ネットとして今までは、ひきこもりの方やその親

に向けたセミナーを開催していましたが、これからは若者

の就労にテーマを絞って活動したいと考えています。 
 
 フリーターをやっていた「育て上げ」ネットの安田  

 さんが・・・ 

「ネット」 自分の中にもどうにかしなきゃという気持ちがあ
りました。このままフリーター生活を続けていったら、自分の

可能性がしぼんでいくな・・と。一昨年ぐらいからチラシ配り

のアルバイトをやってたんですけど、スキルも身に付かな

いし、自分のためにならないことに危機感を覚えました。

もっとまともな仕事をしなければならないと、常に自分のや

りたい仕事を模索していました。 

 個人的にはフリーターのままで一生、生きていけるならい

いとは思うけど、今の日本のシステムでは困難です。です

が私たちが就労支援する人たちの中には、就職というの

は遠すぎる目標の若者がいますので、そのような若者に

は、まずフリーターになることを目標に考えています。活動

の中でいろいろな場所、生き方があることを知ってもらうの

です。 

 

 「いいじゃない。立ち止まったら、ゆっくり時間をかけ  

 て考えてみよう」 

「和み」 私は「学ぼうと思えばいつでも学べる」とい
うことを伝えていきたい。がんばっている大人がいると

いうことが、若者に夢を与えると思います。夢や希望を

持つことが、生きていく中では大きいことではないで

しょうか。 

 学生の時はもちろん、大人になってもやり直しが出

来る、ということを知ってほしいです。みんなが枠にとら

われているから不安になるのでは？「いいじゃない。立

ち止まったら、ゆっくり時間をかけて考えてみよう」とい

う場をつくっていきたいんです。 

 私はそういう意味で不登校は絶対にマイナスではな

い、という信念があります。 

「ネット」 ぼく
もそう思いま

す。でも世間

では「やりた

い仕事を見

つける」「好き

なことを仕事

にしよう」「自

己実現」とか

言われてい

ますが、個人

的経験から

はそんな簡単に見つ

けられるものなのかな？とも思います。自分探しのドツ

ボに入っている若者が多いと感じています。 
 

 子どもたちへの働きかけ／表面的には動いていな  

 いけれど、心は絶対動いているはず 

「和み」 子どもへの対応はその子によって様々です。
例えば半年間、口を開かない子がいるとします。表面

的には動いていないけれど、心は絶対動いているは

ずです。ですから、その変化をとらえて、自立を手助け

するタイミングとしたいのです。引っ張ったり、前や後ろ

から押すことが自立をうながすことではないと思いま

す。個人個人が違ったペースで生きているのだから、

その中で動いている心の時間を大事にして、場を創っ

てあげたいと思っています。 

「ネット」 若者に対しては子ども時代よりは時間はか 

 

～不登校・ひきこもり・就労に迷っている若者たちに向かい合う~ 

 ついに立川にも、「場」ができました。 
 対談：安田ゆき子さん（和みアカデミー） ＆ 安田英文さん（「育て上げ」ネット） 

 和みアカデミーの安田さん 
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けられないという現実もあります。ですのでうちの団体で

は、支援する期限をある程度決めていきますが、直接の支

援が終わってもその若者との関係性を継続していくつもり

です。 

 

 社会全体で取り組む／NPOと行政、企業などとの協働 

「ネット」 ひとつの団体だけで何かをしていくことは大変
です。NPOと行政、企業などがスクラムを組むことで、広報
効果が高まったり、賛同者を増やしやすいのではないか

と・・・。 

「和み」 取り組みの際に、NPO法人格をとっていないと社
会的に壁を感じる時があります。なかなか活動を信用して

もらえないとか。大切なのは（法人格ではなく）どんな活動

をしているか、のはずなのに・・。 

 また不登校やひきこもりの人は、「近所（の場所）じゃ嫌」と

いうこともあるから、地域的にも広域の連携が必要だったり

します。それから、「不登校の子だけ集まれ」というよりは、多

様な層の人がつながっていけるようにしたいので、その点

でも連携はキーワードですね。就労支援ということでは、例

えば、シルバー人材センターの方たちと一緒に仕事をさ

せて頂くのもいいんじゃないでしょうか。 

                                      

 放っておくだけでは起き上がることはできない人も 

「ネット」 就労で困っている若者の中には、放っておくだ

けでは起き上がることはできない人もいます。そのよう

な若者にはサポートが必要です。そうでないと、若者の

可能性が育たない、社会参加できないと思います。そ

して若者が困っているという現実をみんなに知っても

らいたいです。 
 
 その子の現状に合わせた対応を 
「和み」 私の経験からも今の学校の大変さはよくわか
ります。学校の現状では、個別対応が必要でもなかな

か時間がとれないという面があります。その部分を地

域の市民としても私たちは担っていきたいのです。  
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NPO法人「育て上げ」ネット 
 

ジョブステーションたちかわ ７月の１ヶ月間、立川

市行政の委託を受け

「ジョブステーションた

ちかわ」を展開。現場

の第一線で働く職業人

を招いての「職業人セミ

ナー」や「職場見学・体

験プログラム」、履歴

書・面接・ビ ジネ スマ

ナー講習などの「就活

セミナー」など盛りだく

さんの内容です。やり

たい仕事を見つけた

い、自分の適職を知り

たい、そんな方はぜひご

参加を！ 詳し くはHP
で！  担当 工藤、安田 

 

立川市高松町２－９－２２生活館ビル３階 

Tel：０４２-５２７-６０５１ 

Fax：０４２-５４８-１３６８ 

E-mail：mpnet@zak..att.ne.jp  

HP：http://www.sodateage.net 

和みアカデミー 
 

フリースペースなごみ 自分さがしの時間と空

間があ る自由な学びの場。(月・火・木・金 
9:00-16:30 基本メニューは、午前は学習時
間、午後は自由時間。毎日夕方、日替プログラ

ムあります) 
放課後クラブなごみ 放課後を暗くなるまで過

ごせる安心の場所。(月・火・木・金15:30-19:00
水14:00-19:00  1時間 ¥735より) 

 

 

 

立川市幸町１－２２－８ナカトクビル3階 

Tel･Fax：０４２－５３５－６８４３ 

E-mail  ： nagomi.academy@r9.dion.ne.jp 

HP：http://www.h7.dion.ne.jp/~nagomi.a 

「育て上げ」ネットの安田さん 

 写真：生活館ビル 

  (立川通り沿いです) 

写真：ナカト

クビル 

(いなげや立川
幸町店隣り) 

「自分もフリーターを経験して・・」 
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場所：こぶし会館 二階大広間 

   立川市幸町5-83-1 Tel 537-0810 
交通：立川バス｢こぶし会館｣、きたくるりんばす｢幸小南｣ 

   下車、モノレール「砂川七番」駅下車 

   ※駐車場はありませんのでご注意ください！ 

内容：策定中の子ども21プラン施策案を見ての意見交換会 
保育：見守り付きの保育スペースを設ける予定です。お子 

   さんをお連れになる場合はあらかじめお申し込みく 

   ださい。(定員10名) 
参加申し込み： 

   メールかFAXで７／３までに下記へお申し込みを！ 
   その際、お名前・所属グループ等・お連れになるお 

   子様の名前と月齢・ご連絡先電話＆FAX・メールア 
   ドレスをご記入ください。 

   FAX 042-531-5927 メール iretachi@yahoo.co.jp 
※子ども21プラン＆子育ていれかわりたちかわりの詳細情
報は http://tachikawa-kodomo21.jp へどうぞ！ 
主 催：子育ていれかわりたちかわり実行委員会 

 

■ＴＭＣ(たちかわ多文化共生センター)サロンのご案内 
テーマは「中国」 みんなで｢中国｣について話し合いましょう 
 一人でも多くの方々がTMCサロンの輪に入れば、それだ
け多くの｢中国｣情報が、多くの人たちに伝達されます。あ

すの暮らしに役立つことでしょう。 

 中国はハイテク産業については、日本を抜いて世界第2位
に。食用油は世界最大の消費国に。ガソリン消費量につい

ても、日本を抜くのも、そう遠くないのが中国です。中国

は日本の景気を押し上げているともいわれているのが、い

まの中国です。 

開催日時：7月10日(土) 10：00～12：00 
開催場所：立川市女性総合センター 5階アイム会議室 
連絡先 ：たちかわ多文化共生センター 

     電話 ０４２－５２７－０３１０ 

■外国人相談窓口 

（COUNSELING SERVICE FOR FOREIGNERS） 
 立川市や近くに住み、働き、学校に通っている外国人の

ための無料相談コーナーを開いています。もちろん秘密厳

守です。お気軽にご相談においでください。 

タイムスケジュール： 

・第1,3水曜日 英語 ／ 第2,4水曜日 中国語 
  時間 13:00～16:00  (要予約) 
・毎週土曜日 英語・中国語 

  時間 13:00～17:00 
相談室：立川市女性総合センターアイム ５階 

    立川市曙町2-36-2  
    電話／FAX ０４２－５２７－０３１０ 

     e-mail info@tmc.or.jp URL http://www.tmc.or.jp 
事務局：NPO法人 たちかわ多文化共生センター（TMC） 

  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   ●   ●   ● 

 
 

■｢新制作座｣劇団俳優と“語ろう“”歌おう” 
  ～｢市民おもしろ大学｣プレイイベント～ 
 市民活動センターたちかわでは、いろいろな市民の多様

な価値観や生きかたに「触れ」「つなぎ」「広める」こと

によって、豊な暮らしや地域社会を自ら考え創造する市民

活動文化を広げるために、今秋「市民おもしろ大学」を開

校予定です。（企画スタッフも募集します） 

内容：新制作座劇団や俳優の自己紹介、俳優の生き方や人 

   生観などの語らい、｢泥かぶら｣舞台シーンの実演、 

   みんなで歌う交流 etc 
日時：7月18日（日）  14：00～16：00 
会場：立川市女性総合センター・アイム 5階第3学習室 
定員：５０名（申し込み順） 

参加費：無料 

協力：財団法人 新制作座文化センター 

主催：立川市社会福祉協議会 市民活動センターたちかわ 

   電話 ０４２－５２９－８３２３  
 
 
 

■誰もが自分であり続けるために 

  －知っておきたい成年後見制度ー 
 ｢誰もが住みなれた地域で自分らしく生きる｣というノーマ

ライゼーション理念の実現のために、痴呆高齢者や知的障

害児者、精神障害者など判断能力が不十分な方々が｢その人

らしく｣地域で暮らしていくための｢成年後見制度｣について

のセミナーを開催いたします。 

日時：7月24日(土) 14：00～16：00 
場所：立川市総合福祉センター 2階 視聴覚室 

講師：佐藤 崇 氏 (司法書士) 

定員：５０名 

申込み：電話またはFAXに氏名及び電話番号を記入し申込み 

主催・問合せ・申込み先： 

 特定非営利活動法人 シニアメイトサービス 

 〒208－0013 武蔵村山市大南4-24-10 
 電話 042-564-0011 FAX  042-564-8926 
後援：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会 

 

■「夢育て・たちかわ子ども21プラン」に 

          わたしたちの声を生かそう！  
 子育ていれかわりたちかわりは 

・昔の人から育児の知恵を若い世代の親へ 

・支援サークル間の情報交換 

・市民と行政の寄り添う交流 

を目指し意見交換会を行います。 

日時：7月10日(土) 10：00～12：00 

おすすめ！ 

おすすめ！ 
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■僕みんなと違っている？ 

  …支援待ってる子どもとのかかわり… 
 見た目はわかりにくいため、見落としがちな軽い発達の

遅れや、偏り、つまずきで誤解されやすく、学校で学力の

習得や集団への適応がしにくい子どもたち (LD及びその周
辺)がいます。今回は支援を必要とするこのような子どもた
ちに、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：7月24日(土) 14：00～16：00 
場所：高松公民館 視聴覚室 

講師：小野 良子 氏 立川市立小学校適応指導教室 臨床心理士  
                        前 立川市教育相談室 教育相談員 

費用：無料               定員：50名・保育なし 
申込み：事務局まで(FAXまたは電話で) 
    事務局(武田)042-537-3532 FAXのみ 
       (藤巻)042-527-7450 FAX・電話 
主催：学習に困難を示す子供を支援する会 サンライズ 

後援：立川市教育委員会 

 

■｢出産･子育て応援イベント｣子産み･子育て 多摩らんなぁ 
◆講演◆ 

三砂ちづる先生「お産を通じてからだと向き合う！」 

◆ワークショップ◆ 

○助産婦コーナー！○ 

・パパのベビマ(ママも参加可)  
 ベビマをパパが体験！パパの手が赤ちゃんをご機嫌にす 

 るはず。プレパパ・プレママの見学ＯＫ！ 

・プレパパ・プレママのイメジュリー体験  

 お腹の赤ちゃんって？頭はどこ？足はどこ？助産師と家 

 族でお腹にタッチして赤ちゃんに語りかけてみよう。 

・妊婦と子育て現役ママに！アロママッサージのセルフケ 

 ア妊娠中の不調・おっぱいのトラブル等々助産師が心と 

 体を癒します。   

○おしゃべりクッキング○ 

 早い、おいしい、体にやさしい！油、卵を使わないおか 

 しを作りましょう。 

○食の相談コーナー○ 

 妊娠期・授乳期の体作り、子どもの食事・おやつについ 

 て、個別に相談受けます。(手作りお菓子販売。数に限りあり) 
○夏の事故 とっさの手当て○ 

 助産師に聞く！いざという時慌てないために！ 

○わらべうた・手遊びコーナー○ 

 白梅幼稚園 高橋敬子さんと一緒に遊びましょう。 

 その他、情報コーナー、販売コーナー、授乳・オムツ替 

 えコーナー、休憩コーナー 

日時：7月25日(日) 10：00～16：00 
場所：津田塾大学 津田梅子記念交流館 

   (西武国分寺線鷹の台駅下車徒歩8分 
   ＪＲ武蔵野線新小平駅下車徒歩約18分) 
入場料：大人1人700円・夫婦ペア1,000円・子供は無料 
 ※当日申込大人ひとり1,000円になります。なるべく事前にお振込く
ださい。詳しくは問合せ先まで。 

問合先：090-8303-9614(中西) 070-5556-9510(平出) 
主催：子産み子育て多摩らんなぁ実行委員会 

   (子育て中のママ、助産師、保育士、栄養士有志) 
後援：小平市･小金井市･国分寺市･国立市･府中市･立川市･ 

   東京都栄養士会･(社)日本助産士会東京支部 
 

 

■中学生･高校生のためのユース･フォーラム 

       ２００４～みんなで考える国際協力～ 
 ユース･フォーラムは今年で７回目を迎えます。この企画

は中学生、高校生の皆さんが共に時間を過ごしながら国際協

力について考えるサマーキャンプです。国際協力の団体訪問

や意見交換など、普段の学校生活では出来ない経験や新しい

出会いが待っています。 

 このユース･フォーラムを主催しているシャプラニール＝

市民による海外協力の会は、1972年創立以来バングラディッ

シュやネパールで貧しい農民たちのグループ活動を通じて、

識字学級や保健衛生、収入向上プログラムなどを支援してい

るNGO(民間の海外協力団体)です。 

日 時：8月3日(火)～8月6日(金)《3泊4日》 
会 場：国際協力機構(JICA)東京国際センター(東京都渋谷区) 
【募集要項】 

応募者：中学生と高校生 

応募方法：(1)氏名(2)性別(3)年齢(4)住所(5)電話番号を申し

込み用紙に記入し、下記の応募先にお送りください。 

参加費：1万8500円(宿泊費、食費、資料代など) 
応募締切：7月14日(水)必着(定員になり次第〆切ります) 
募集人数：30名 ※7月中旬に詳しいお知らせをお送りします。 
【説明会のお知らせ】 

 7月4日(日曜日・14:00～15:00)に説明会を行います。参加
をご希望の方は、必ず事前にお名前、参加人数を下記までご

連絡ください。会場はシャプラニール東京事務所。  

【応募先・お問合せ(応募は郵送、電話、FAX又はE-mailで)】 

シャプラニール＝市民による海外協力の会 

           ｢ユース･フォーラム2004係｣ 

〒169-8611東京都新宿区西早稲田2-3-1早稲田奉仕園内 

  (TEL) 03-3202-7863 (FAX) 03-3202-4593  
  E-mail info@shaplaneer.org  
  URL http://www.shaplaneer.org/ 
 

■夏休み思いっきり冒険遊び場  
 立川プレーパークを5日間連続開園します。自然のある雑
木林の中で思いっきり遊ぼう！子どもだけの参加は、親の

責任で決めてください。 

日時：7月21日(水)～7月25日(日) 
場所：九番の森(川越道緑地) 立川市古民家園裏の森(幸町4丁目) 
参加：無料です。誰でも遊びたい方は来てください。子ども

の参加は、緊急連絡先が受付にわかるようにお願いします。 

持ち物：お弁当、飲み物、着替えなど。 

主催：立川プレーパークを考える会 

   事務局 立川市富士見町4-13-25(尾又宅) 
       電話：042-523-9381 
 

■２００４年 ７月度 パソコン教室 
 今年はパソコンを是非覚えたい、頑張ろうと思っている

あなたに！熟年の方々大歓迎！★片麻痺の方々に！メール

での出会いがあります。チャレンジしてみませんか？ 

日 時：7月22日(水)～8月25日(水)全6回 13：00～15：00 
場 所：立川市総合福祉センター 2階 

費 用：1,500円(テキスト代・資料代含む) 
    筆記用具をご持参ください。 

定 員：４名 

問合せ･申込み：NPO法人 片麻痺ネットワーク   

         電話 186-042-344-4033 (事務局：田渕) 
         ﾒー ﾙｱﾄ゙ ﾚｽ tabuti_y@za2.so-net.ne.jp 
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●    ●    ●     ひと・モノ・募集    ●    ●    ● 

■ボランティア募集のお知らせ  
 主に以下の内容でボランティアを募集しています！！ 

《内容》 

・日常生活のお手伝い     ・日中の作業のお手伝い 

・利用者の方たちと共に過ごす ・行事のお手伝い 

・施設内外の清掃のお手伝い  ・洗濯のお手伝い   

※その他こんなことをしてみたい！自分の趣味や特技を生

かしてこんなことができます！などの希望もありましたら

お聞かせください！ 

《応募資格》 

 ・免許等資格は特に必要ありません。 

 ・年齢は原則として19歳以上の健康な方。 
  ※学歴・男女は問いません。 

○希望される、興味がある内容について、もしくは質問な

ど何でもお気軽にお問合せください。とりあえず話だけで

も聞いてみたいということでも構いません！ 

《お問合せ先》 

・福生学園 

  〒197-0003 東京都福生市熊川1600－2 
  JR青梅線 拝島駅北口より徒歩7分 
  Tel ０４２－５３０－６９３６ 
  担当：三田村・直井(福生学園) 三宅（あらたま寮） 
・福生第二学園 

  〒208-0021 東京都武蔵村山市三ツ藤2－34－1 
  JR青梅線 昭島駅よりバス 
  昭24 エステート立川経由箱根ヶ崎行き 15分 
  Tel 042-569-3387 担当：雨宮・姫野(福生第二学園)  
 

■ボランティア募集 
【食事介助】 

 活動内容･･･食事準備・介助・後片付けなどです。 

 活動時間･･･①朝食   7時～  9時 
                     ②昼食 11時～13時 
                        ③夕食   17時～19時 
①②③のいずれか、ご都合の付く時間でご協力いただける

■都立武蔵台養護学校  

 ボランティア養成講座(初級) 受講生募集 
 ｢ボランティアをはじめたい！｣｢でも経験がなくて心

配・・｣と思っている方、障害児と関わりながら、勉強しま

せんか？ 

対象：高校生以上で障害者の支援に関心のあるかた 

日時：8月24日(火) 9：00～12：00 
   8月26日(木) 9：00～17：00 
   9月11日(土) 9：00～15：30 
場所：武蔵台養護学校         費用：1,500円 
申込み： 

 葉書またはFAXに住所、氏名、年齢、電話番号、 
｢ボランティア養成講座希望｣と書いて、武蔵台養護学校 

矢澤まで 7／26(月)必着 
宛て先：〒183-0042府中市武蔵台2-2-28 Fax042-576-7526 
問合せ：電話 042-576-7491  
 

■子育てだより「ほほえみ」掲載情報募集  
  子育てだより「ほほえみ」では、 9～11月イベントカレ
ンダーに掲載する記事を募集しています。乳幼児とその母

親向けイベント情報をお寄せください。（「ほほえみ」

は、市民の編集グループと子ども家庭支援センターが協働

で作成しています。立川市内各施設で手に入ります。） 

締切りは7月31日。hohoemidayori@yahoo.co.jpへメール、
または042-528-6875（ほほえみ編集室村山行き）へファッ
クスで。 

お寄せ頂きたい情報 

 ・団体名 

 ・日時・場所・内容・費用の有無など 

 ・連絡先(掲載希望するもの) 
 ・連絡先(アドレス・名前・住所・電話番号・FAX番号… 
  掲載時にご連絡を差し上げます) 
  
■…44期ボランティア大学受講生募集… 
 富士福祉事業団が主催するボランティア大学は、受講さ

れる方の性別、学歴、年齢、職業、ボランティア活動の経

験の有無は問いません。 

日 時： 

8月21日(火)  

・母子家庭（シングルマザー）を取り巻く環境 
10月16日(木) 
・ドメスティック・バイオレンスを乗り越えて生きる 
12月11日(土) 
・子育て支援活動は今‐子育ての現状と活動内容について‐ 
平成17年2月19日(土) 
・男女共同参画社会を実現するために 
参加費：1回1,500円（通信講座も同様） 
会 場：富士ビル3階ホール(JR中央線｢国分寺駅｣南口徒歩2分) 
申込方法：電話・FAXまたはメールで、下記の担当者までご

連絡下さい。 

問合せ先：財団法人富士福祉事業団 担当：村越(むらこし) 

    電話：042-327-9731 FAX：042-327-9732 
    メール：info@fujifukushi.com 
※ホームページもぜひご覧ください。http://www.fujifukushi.com 
 

■～青春のグラフィティvol.3～ 

 伊勢正三・太田裕美・大野真澄コンサート 
 70年代フォークを代表する3名が集う「青春のグラフィティ
vol.3」がアミューたちかわ(市民会館)にて開催される。 
 伊勢正三「なごり雪」「22才の別れ」 
 太田裕美「木綿のハンカチーフ」「九月の雨」 

 大野真澄「学生街の喫茶店」「あなただけを」 

日時：10月29日(金)18：30開演 
場所：アミューたちかわ大ホール(立川市市民会館) 
料金：Ｓ席￥４，５００ Ａ席￥３，５００ 

チケットのお求めは・・・ 

 アミューたちかわ ０４２－５２６－１３１１ 

 (月曜日休館・祝日の場合は翌日休館) 
 ・ムーサ友の会先行発売 7月15日(木) 
 ・一 般 発 売    7月17日(土) 
☆発売初日のチケット販売： 

来館窓口販売9：00～17：00電話予約13：00～17：00 
☆ムーサ友の会会員価格 各席割引はお１人様2枚まで 
☆車椅子使用者は、チケット購入時にお申し出下さい。 

☆未就学児の入場はご遠慮ください。当館の無料簡易託児

制度のご予約は公演10日前まで。(託児定員12名) 
主催：(財)立川市地域文化振興財団 
   http://www.m-net.ne.jp/~amyu/ 
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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7月13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  

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 

◆2004年度 福祉車両助成募集のご案内  
●社会福祉法人・財団法人・社団法人 

 ・訪問入浴車/介護支援者/車いす対応者/送迎支援車/ 

  送迎バス/保育所バス(全36車種) 
 ・車両本体価格の6割(訪問入浴車のみ8割) 
 ・地域福祉全般の向上 

●特定非営利活動法人・任意団体 

 ・車いす対応車(全18種類) 
 ・車両本体価格の9割 
 ・移動困難者の外出支援 

募集期間   6月1日～7月31 

申請資料の請求先  

インターネット http://www.nipon-foundation.or.jp 
ファックスの場合は、Ⅰ①社会福祉法人・財団法人・社団法

人用(地域福祉全般の向上)②特定非営利活動法人・任意団
体用 (移動困難者の外出支援)を選び、Ⅱ団体種別を①社福
②財団③社団④NPO⑤任意団体⑥その他から選び、団体
名、担当者名、住所、電話番号を記入の上ご送信ください。  

問い合わせ   

 日本財団 福祉車両チーム 

 〒107-8404 港区赤坂1-2-2 Tel 03-6229-5163    

●    ●    ●    助成金情報    ●    ●    ● 

・補助犬を知ってもらうための活動 

・市民向けに福祉の勉強会を開く 

※年間費：￥3,000  
 協力していただける方は下記までご連絡下さい。 

 立川市錦町1-15-20メイゾン立川2番館301 
 電話 042-523-8921 携帯 080-1064-1302(寺井) 
 E-mail:kappa3@m8.dion.ne.jp 
 

■立川プレーパークのボランティア募集 
 夏休み5日連続冒険遊び場や毎月1回プレーパーク定例活動
を立川市幸町の九番の森 (川越道緑地)で開催しています。子
どもたちが規制のない、自然の中で思い切りのびのびと遊べ

る環境を大人たちの力でつくり、子どもたちと一緒に遊び場

つくりをしています。子どもが好きな方や子どもの活動に関

心がある方は、ぜひ、活動を見に来てください。 

主催：立川プレーパークを考える会 

   事務局 立川市富士見町4-13-25(尾又宅) 
       電話：042-523-9381 

ボランティアさんを募集しています。 

連絡先：至誠キートスホーム 担当／市川・渡辺 

       電話 042-538-2323 FAX  042-538-2324 
 

■立川市の福祉と 

  アクセシビリティを考える会 会員募集 
 立川市バリアフリーマップの作成を通して知り合った有
志が集まり、立川市の福祉とアクセシビリティを考える

会を立ち上げました。バリアフリーマップは出来たもの

の、街中には不便なところがたくさんあります。そこで

色々な障害者や、お年寄り、ベビーカーを押しているお

母さんたち、誰もが住みやすい立川市にしたいと思って

います。一緒に活動しませんか？ 

【活動内容】 

・子供やお年寄りとの交流(歌を歌ったり、おしゃべり) 

・道路の点検(放置自転車や道路の回りのことを考える) 

・視覚障害者を持つ人たちが安心して外出できるように 

 する(点字メニュー作成、点字ブロックや点字案内板の必要性) 
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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・レストランサラ・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● 

私の住む入間市は狭山茶の産地です。住宅の数が増え、昔

より畑の面積は減ってしまいましたが、それでも他県から来る人

には「茶畑しかない」とよく言われます。日差しが強い今日この

頃は、茶畑がとても輝いています。 

 7月はいよいよ「夏！体験ボランティア」がはじまります。夏の
暑さに負けないような体験をしたいあなた。たくさんのプログラム

を用意しております。ぜひ、体験をしてみてください。  （マス） 

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。) 


