
◆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 

2004.8Vol.17 

 

P2～3 特集：「市民おもしろ大学｣ 

     プレイベント速報 

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」 

    チケットのお申し込み方法 
電話・Fax・Email のいずれかで、当セ
ンターまでお名前･ご住所･電話番号･希

望枚数をお知らせ下さい。折り返しご郵

送します。ボランティアのお問合せもこ

ちらへ（受付は下記の開所時間と同

じ）。    

   Tel   042-529-8323 
   Fax  042-529-8714  

今年も
楽しみ

に！ 

バリア
フリー

のコン
サー

ふれあいミュージックフェスティバル ２００４ 

（写真は昨年の様子）今年は金管五重奏と歌による「サウンド･

オブ･ミュージック｣ハイライト他、コルネット･カリヨン、打楽

器アンサンブル、クラリネットアンサンブル等を予定中です。 

   年齢や障害に関わらず、誰でも気軽に良質

の  

   音楽に触れられるコンサート、ふれあいミュー

ジックフェスティバルを今年も開催します。現在選曲

も熟考中です。お子さま連れの方もどうぞ。演奏者も

皆さんの前で演奏できることを、とても楽しみにして

ます。会場整理や車椅子利用のお客様の介助な

ど、お手伝い下さる方も募集中です。当センターにご

連絡下さい。 

        主催  立川市社会福祉協議会     

        協賛  東京ガス株式会社 多摩支店 

        出演  国立音楽大学学生 大学院学

２００４年９月１８日（土） 午後２時より ／ 国立音楽大学講堂大ホールに

    
     
 ～暑い中13９名の方が応募 まだ応募可能です
～ 
  小学生から社会人まで、体験ボランティアの

参加申込みが13９人を超えました。圧倒的人気
は保育園での活動ですが、他にも、とても紹介し

たい、やってみたらいいのになあ、と思うプログラ

ムがあります。普段体験できない感動が待ってい

ます。当センターの窓口へ是非お越し下さい。一

 速  報  

 市民おもしろ大学プレイベントが開催されま 
 した！その模様をお伝えします（2面へ） 

「市民の力で市民活動文化を創る」企画、市民おもしろ大

学を秋から開講します。毎回ユニークで多様な人材を招い

て、市民の交流も図りたいと考えています。7月18日（日）
はそのプレイベントとして、劇団俳優の人生と接しました。

そこで起きた参加者の色々な心の動きをお伝えします。 

夏！体験ボランティア２００４ 

新潟豪雨災害・福井豪雨災害／災害救援ボランティアに関する情報は５面です。 
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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● 

 

市民の力で市民活動文化を創る   

 7月18日(日)、女性総合センター・アイムにて市民

おもしろ大学プレイベント「新制作座 劇団俳優

と"語ろう""歌おう"」が行われました。市民おもしろ

大学は、市民活動センターたちかわによる「市民の力

で市民活動文化を創る」事業の一環として、市内外の

いろいろな人材を発掘・紹介して豊かな地域社会の

創造を目指すユニークな試みです。その「市民おもし

ろ大学」の開講プレイベントとして、7月29日(木)に

アミュー立川(市民会館)で『泥かぶら』を公演する新

制作座 (八王子市)の俳優たちと参加した市民の交流

会が開かれました。 

  

 劇団俳優の人生観と出会って 

 交流会の前半は、劇団俳優10人による歌のプレゼ

ントから始まり劇団や俳優自身の自己紹介、主演女

優による『泥かぶら』の物語紹介や経験談など。特に

印象に残ったものは「自分の人生を変えてみたいか

ら劇団に入った」「真山美保(劇団代表)の『人に生き

る勇気を与え

る演劇を作

る』に共感し

た」「こういう

人たちと一緒

に仕事をした

いから劇団に

入った」など

で、彼らの生き方や人生観など普段見聞きするこ

とのない貴重な話を直接聞くことができました。 

 

 劇団俳優と参加者の心の動きが・・・  

 交流会後半は劇団俳優と参加者が車座になり、

意見や感想を言ったり、質問を行う談話会形式と

なりました。参加者からの感想の中には「今日まで

忘れていたが、むかし"泥かぶら"を観たことを思

い出した」「私もむかし新制作座の舞台に立ったこ

とがある」と言う声があがるなど、俳優の皆さんを

驚かすシーンも見受けられました。 

 交流会が始まった頃は俳優も参加者もお互いに

少し緊張した雰囲気も感じましたが、最後には和

やかな交流会となりました。劇団からは「普段は

舞台側と観客席側の関係だが、今回の様に車座に

なってお客様と直接触れ合うのは初めて。貴重な

経験です」という感想がありました。 

 

～「市民おもしろ大学」プレイベント報告～ 
「劇団俳優と"語ろう""歌おう"」 

                      協力 財団法人 新制作座文化センター   

最初のプレゼントは歌で 
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 人生や生活が豊かになるキッカケ 

 新制作座の舞台"泥かぶら"は、主人公(泥かぶら)が

自分にしかできないことを発見し、主人公自身が変

わっていく

物語だと聞

いています。  

 『このまま

ではいけな

い』『積極的

な人生にし

たい』と願う

主人公 (泥か

ぶら) と私た

ち市民はとてもよく似ていると思います。 

この秋に開講する市民おもしろ大学も、「市民から市

民」に何か影響を与えたり、人生や生活が豊かになる

キッカケになることを目指しています。 

 その意味で、新制作座の『泥かぶら』や俳優の方々

の生き方・人生観は市民おもしろ大学と共通すると

ころが多く参考になりました。これから開講に向

けて多くの人から『面白そうだな』と思われる企画

や内容を考えたいと思っているので、皆さまのご

協力をお願いします。 

  

 立川を思いいずる「ふるさと」に  

 交流会の最後に、劇団の俳優たちと参加者が手

をつなぎ合い「故郷(ふるさと)」を大合唱しまし

た。歌詞の最後にある「忘れがたき故郷 (ふるさ

と)」「思いいずる故郷(ふるさと)」に立川市もな

るように私たち自身が努力をしなければいけない

と強く感じました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
    
 
 
 

 

「市民おもしろ大学」企画スタッフを募集！！      
            ちょっとでも興味があったら一緒にやってみませんか？  

 お問合せは？ 
 市民活動センターにお問合せ下さい。電話、

FAX、Eメールでお願いいたします。FAXの際

はご連絡先を必ず明記して下さい。開所日は月曜

日から金曜日は8時30分～19時、土曜日は8時

30～17時15分です。 

  

 問合せ先 

 市民活動センターたちかわ(担当／奥山・伊藤) 
 Tel     042-529-8323 

 Fax    042-529-8714 
 Email   aiaivc@whi.m-net.ne.jp 

「市民おもしろ大学」とは？ 
 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、豊かな暮

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、設立します。 

 

スタッフは何をするの？ 
・ユニークな人材の発掘、紹介 

・何を行うかの企画 

・チラシ作りやイベント当日の運営 

                 など 

 

「市民おもしろ大学」 

開講準備スタッフ岩間さんの声 

「今日、私がここにいるのは・・」 

みんなで故郷を大合唱 



 ８／１５(日)小ホール 開演１５:００ 
◇母よ､貴女を想い出させて下さい!!｢時間を下さい!!｣ 
                  …劇団ノルテ 

 ８／２０(金)小ホール 開演１９:００ 
 ８／２１(土)小ホール 開演１４:３０ 
◇人の想い、生きる者達の想い 

 ｢想・土方歳三・新選組｣ 

 ｢セロ弾きのゴーシュ｣宮沢賢治…日野ごったに劇団 

 ８／２２(日)小ホール 開演１５:００ 
チケット料金： 

全席自由￥1,500(大ホール:吟友人 全席指定A￥2,000B￥1,500) 
全公演観られてお得なサンキューパスポート￥2,500(限定20席) 
チケット販売：アミューたちかわ℡042‐526‐1311 
※ご注意：各日開演時間にご注意ください｡ 

        未就学児の入場はご遠慮ください｡ 
問合せ：たちかわ演劇祭実行委員会 ℡042-526-1311 
 
■浪ROUinc.がドキュメンタリー映画を上映！  
「人と人はなぜ争うのか･･･」パプア・ニューギニアにお

ける、近代化していく過程での矛盾点を暴き出したド

キュメンタリー映画。「黒い収穫」(1993年山形国際ドキュ
メンタリー映画祭大賞受賞作品) 
〈story〉パプアニューギニア高地に住むジョーレイは、
ニューギニア高地人とその地に最初に入植してきた白人

との混血だ。彼は高地人部族”ガニガ族”のリーダーポ

ピナと協力し、部族所有のコーヒー園を始めようとす

る。５年が過ぎ、初めての収穫を目前に、部落間抗争が

おこる。男達は、収穫をせず争いに明け暮れる。ジョー

とポピナはなんとか収穫作業をさせようと悪戦苦闘する

が･･･。 

日時：8月7日(土)  10：30～12：30／13：00～15：00 
場所：立川市女性総合センター・アイム１Fホール 
料金：一般800円 学生500円 高校生以下無料 
 開場15分前。当日先着順(196席･予約の方優先です) 
連絡先：mail@rouinc.comか電話042-555-2708へ 
（担当:マツザワ） 公式HP：http://www.rouinc.com/ 
 

■第１９回障害者総合美術展 
会場には、ボランティア情報コーナーもあります。 

入場無料！ 

開催期日：8月11日(水)～15日(日) 
     10:00～21:00(但し､最終日は16:00閉会) 
開催場所：西武百貨店池袋店7階大催事場 
問合せ ：財団法人日本チャリティ協会(担当:君和田)    
     〒160-0003新宿区本塩町1-7千陽ビル5F 
     電話03-3341-0803 FAX03-3359-7964 

  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   ●   ●   ● 

 
■夏休み元気いっぱい親子こんさーと音楽動物園 
 毎年大盛況のコンサート！歌いっぱい､ダンス､びっく

りのマジック！0歳から大人まで､みんなOK！楽しさ
いっぱい､元気いっぱいです｡ 

日時：8月25日(水) 11：00開演(10：30開場) 
             14：00開演(13：30開場) 
会場：アミューたちかわ 小ホール(立川市市民会館) 
チケット：大人1,000円、小人500円 全席指定 
     042-526-1311 アミューたちかわ(月曜日休館) 
主催：多摩ミュージック21(042-536-8078 Tel＆Fax) 
共催：立川市 (財)立川市地域文化振興財団 
後援：立川市教育委員会  

助成：立川市社会福祉協議会   市民活動センターたちかわ 
 
■夏休み子育て講座  

 ＣＥＰ・親子の安全トレーニング 
 ５才から７歳くらいの子供たちは､親の保護から離れ
て子どもだけで行動するなど行動範囲も広がりますの

で新しい環境を生きるために必要な安全のためのト

レーニングを提供します。親子で体験して新しい発見

をしましょう。 

日時：①8／ 8(日)13：３0～14：30(立川市中央公民館) 
 ②8／20(金)10：30～11：30(東村山市市民ｾﾝﾀｰ) 
 ③8／22(日)13：30～14：30(立川市中央公民館) 
 ④8／25(水)10：30～11：30(東村山市富士見公民館) 
対象：①～④ ５～７才児とその保護者(２０名くらい) 
参加費：①③大人５００円・子ども２５０円 

    ②④親子５００円 

共催団体：②東村山市育児支援ネットワーク(いく・ネット) 
     ④NPO法人 すずめ 
申込み・問合せ： 

 ＮＰＯ法人 ＣＥＰ・子どもひろば 

 TEL＆FAX ０４２‐５６１‐８３２３ 
 E-mail kodomohiroba@yahoo.co.jp 
 HP http://geocities.co.jp/NeverLand/1015 
 

■｢立川舞台芸術フェスティバル２００４｣ 

 第１３回たちかわ真夏の夜の演劇祭 
◇「父帰る」―ああ吾、慟哭の想い…吟友人 

 ８／８(日)大ホール 開演１５:００ 
 全席指定 A￥2,000 B￥1,500 
◇夢さしの初の短編集「あふたぬ～ん・ぬ～ん」 

             …演劇サークル夢さしの 

 ８／１４(土)小ホール 開演１９:００ 

おすすめ！ 

       ●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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■ボランティアクループ･市民活動団体のための 

     ＮＰＯ法人入門講座 
第1回9月8日(水) ｢NPO法人化の意味と申請の手続き」 
第2回9月9日(木)「定款の作り方｣ 
第3回9月15日(水)「NPO法人と税務」 
第4回9月17日(金)「NPO法人と会計」 
第5回9月21日(火)「NPO法人と労務」 
第6回9月24日(金) ｢NPO法人格取得後の手続きと運営｣ 
時間：各日程の19:00-21:00(受付：18:30～) 
会場：飯田橋セントラルプラザ 10階A・B会議室 
対象： 

 ①NPO法人格取得の申請をすることを検討している 
  ボランティアグループ･市民活動団体および個人 

 ②NPO法人格取得後1年未満の団体 
 ③ボランティア･市民活動支援機関職員 

定員：各回とも先着80名(定員になり次第締め切ります) 
参加費：各回とも2,000円(全て参加の場合は12,000円) 
主催：東京ボランティア･市民活動センター 

   シーズ＝市民活動を支える制度を作る会 

問合せ･申込み： 

 東京ボランティア･市民活動センター（佐竹･清水） 

 〒162-0823東京都新宿区神楽河岸1-1 
       飯田橋セントラルプラザ10階 
 電話：03-3235-1171 FAX：03-3235-0050 
 ホームページ：http://www.tvac.or.jp/  
(＊ホームページから申込みができますのでご活用ください) 
■武蔵台養護学校公開講座 

 ｢アートの秋、スポーツの秋を楽しもう｣ 
日にち：①9月12日(日)② 9月18日(土) ③10月2日(土) 
    ④10月9日(土)⑤10月16日(土)⑥10月16日(土)   
    ⑦10月23日(土) 
時間：①②③13:00～15:00 ④⑤9:40～11:40 
   ⑥11:00～12:00   ⑦13:00～15:00 
場所：都立武蔵台養護学校 

対象：障害のある18歳以上の方 
内容：①②「はちゃめちゃアートを楽しもう」 

   自由に絵を描いたり、ダンボールなどで工作します。 

   ③「はちゃめちゃに演奏しよう」 

   暗くした部屋で自由に演奏します。 

   ④⑤「ティーボールのゲームをしよう」 

   ⑥「マリンバの演奏を聴こう」 

   ⑦「藍染めを体験しよう」 

  ※①～③は美術、音楽の指導はありません。 

   ③は大きな音が苦手な方はご遠慮ください。 

募集人数：①②③20名 ④⑤⑥30名 ⑦20名 
受講料：①②③⑦1回につき140円、 
      ④⑤1回につき40円、⑥無料 
申込み：はがき、電話、またはファックスで、以下の事

項を8月27日 (必着)までに担当にお申込ください。（講
座名・参加希望日・郵便番号・住所・氏名・年齢・性

別・電話番号）※応募多数の場合、抽選します。 

※あわせてボランティアの募集もします。詳しくは担当

まで。ボランティアの方は上記の時間に準備、片付けの

時間が加わります。 

問合せ：都立武蔵台養護学校(公開講座担当:木村) 
 〒183-0042 東京都府中市武蔵台2－8－28 
 Tel 042-576-7491 FAX 042-576-7526  

■「立川の夏・祭」を立川南口で開催！  
 30年を機に｢立川諏訪祭り｣が｢立川の夏・祭｣に変身

します。色々な出し物が勢ぞろい！ 

＜夜の祭り＞ 8月21日（土）18:00～22:00 
南口東側エリアにて／①民踊流し②おわら風の盆③夜

の神輿と山車の競演④錦三商店街お祭り広場 他  

＜昼の祭り＞ 8月22日（日）11:20～19:00 
立川南通りと南口一帯にて／①ふれ太鼓②南口パレー

ド③夏祭りパレード④大太鼓合戦⑤お祭り広場 他 

＜アート縁日出店者募集＞8月22日(日) 11:00～17:00 
立川南口駅前路上モノレール下（日陰）にて／出店希

望の〆切は8月15日まで。 
申込み・問合せは：「たちかわアートマーケット実行

委員会」（担当：鈴木） 

Tel 090-1776-1109 Fax 042-525-8611 
 
■梅雨前線豪雨・災害ボランティア情報 
 新潟県・福井県でそれぞれ発生した豪雨災害への救援

活動について、ボランティア活動を希望される方は、現

地の状況は刻々と変化しますので両地とも必ず事前に

下記へお問合せをしてから活動して下さい。また、予め

ボランティア保険に加入されることをお奨めします。 

～新潟県災害救援ボランティア本部～ 

（電話対応時間7時～24時） 

新潟市上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ３階  

新潟県社会福祉協議会ボランティアセンター内 

 Tel  025-281-5527  Fax 025-281-5529 
http://www.fukushiniigata.or.jp/group/volunteer/
saigai/honbu2.htm（各地の災害救援ボランティアセン
ター連絡先にリンクしています） 

～福井県水害ボランティアセンター～ 

福井市みのり3丁目 赤十字病院駐車場内 
 Tel  0776-34-4160  Fax 0776-34-418１ 
※ボランティア活動に参加する際の現地窓口。福井市水

害ボランティアセンターも隣接。 

～福井県水害ボランティア本部～ 

福井市光陽2-3-22 福井県社会福祉協議会内 
 Tel  0776-24-4987  Fax 0776-24-4187 
http://www.f-shakyo.or.jp/index1.html 
～募金・義援金情報～ 

複数の受付団体の内、紙面の都合上共同募金会の窓口だ

けをお知らせします。振込手数料はご負担下さい。 

◎新潟県共同募金会（新潟県梅雨前線豪雨災害義援金）

受付は10月13日（水）まで 
第四銀行白山支店／普通口座１５７９３８３ 

郵便局／００６３０－５－１４４７７ 

口座名義／「社会福祉法人新潟県共同募金会」 

(通信欄に「新潟県梅雨前線豪雨被害」と明記して下さい) 
◎福井県共同募金会（福井豪雨災害義援金） 

受付は8月31日（火）まで 
福井銀行学園出張所支店／普通口座１１５４０３６ 

郵便局／００７５０－４－３５０ 

口座名義／「社会福祉法人福井県共同募金会」 

(通信欄に「福井豪雨災害義援金」と明記して下さい) 
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●    ●    ●     ひと・モノ・募集    ●    ●    ● 

■介助ボランティア募集 
 今年の4月から自立生活を始めた全身性障害者で
す。30代女性です。ヘルパーさんがいない夜間の介護
を手伝ってくれる人を探しています。 

〇月･水･金･土･日 20:00～翌9:00 
 食事づくり･食事介助･就寝見守りなど 

〇土･日…プールやサッカーの活動の付き添い 

※可能な曜日だけでもかまいません 

◆活動先 立川市砂川町8丁目の自宅 
◆連絡先 飯野 090-2216-8214 
     Tel･Fax 042-561-0149 
 
■｢アートの秋、スポーツの秋を楽しもう｣ 

          でのボランティア募集 
 内容は5ページの「イベント・講習・講座」に載っていま
す。申込みやお問合せは都立武蔵台養護学校へ。  

〒183-0042府中市武蔵台2－8－28(担当：木村) 
 Tel042-576-7491 FAX042-576-7526  
 

■至誠ホームのボランティア募集 
 ご都合のよい日､よい時間をボランティア活動にあて

てみませんか。 

・日常生活援助(お話し相手､衣類整理､散歩、見守りなど)          
     曜日不問／半日又は終日 約10名 
・生活アクティビティのOT(作業療法)援助 
     平日10:00～16:00    2～3名 
・リハビリ体操教室援助(体を動かすのが好きな方)           
   毎週(木)13:00～16:00  2～3名 
・音楽活動援助(楽器演奏､一緒に歌ってくださる方など)             
   毎週(月)10:00～11:30／13:30～15:00 
   毎週(水)13:30～15:00   各2～3名        
・移動援助(車を使用しての通院､通所の援助)        
   平日／月2～3回でも。 

・配食サービス援助(夕食のお届けと安否確認)       
   毎週(月水金)16:40～／1回3～4個程度 4～5名 
・シーツ交換(体力のある世話好きな方大歓迎。)       
   毎週(火)9:30～11:00（隔週でも可） 約10名  
・レクリエーション活動援助(準備､送迎、一緒に楽しめる方)  
    毎週(火)10:00～12:00  2～3名 
・スオミミュージックステージ(利用者の移動のお手伝い)   
    第4(土又は日) 月1回   5～6名 
お気軽にお問合せください。 

高齢者総合福祉施設 至誠ホーム (担当：佐藤、景谷) 
  〒190－0022 立川市錦町6-28-15 
  ℡042-527-0035 Fax042-527-2646  
  E-mail shisei-home@shisei.or.jp  
■ハンガー･フリー･ワールド 
・インターン説明会 

具体的にどんなことをしているのか､インターンの生

の声をお伝えします｡もちろん質疑応答や職員の個別

対応も有り｡この機会にぜひ足を運んでみてくださ

い！ 

日時：第1回 9月4日(土)14:00～16:00 
   第2回 9月7日(火)16:00～18:00 (予備日有り) 
会場：ハンガー・フリー・ワールド事務所 

参加費：無料 ※要予約 (担当:吉澤) 

 特定非営利活動法人 ハンガー・フリー・ワールド  

 〒102-0072 千代田区飯田橋3-11-24 
                          笹岡ビル3階 
  Tel 03-3261-4700  
  Fax 03-3261-4701    
  E-mail hfwoffice@hungerfree.net 
  URL     http://www.hungerfree.net/ 

※ご希望の方は、Faxもしくは郵送致します。   
●選考方法：設立の経緯､活動の目的や現在までの活

動､今後の活動など､｢市民の側から見た公益性｣に主眼

を置き選考委員会が一次選考を行い30団体を選出致し
ます。  
●申請用紙の取扱：参加申請用紙2枚と政策提言書を
冊子にし、当日来場者全員に配布します。また後日、

内閣府、東京都、23区行政担当者、助成団体関係者等
に配布致します｡ 尚､申請頂いた用紙原本は返却致しま
せんので予めご了解願います。  

ＮＰＯアワード２００４～公益循環型社会の構築へ 
●応募資格：①東京都内に所在地があり、都内を主な

活動拠点としていること  ②東京都・内閣府認証の
NPO法人、または申請中の団体   
●申請募集締切：8月27日(金)13：00 (当日消印有効)  
●申請書類：申請書及びアンケート 
●申請受付方法：①ダウンロードしてください｡(Excel
版及びPDF版)②Excel版はE-mailで上記アドレスへ返
送、PDF版はFAX又は郵送で返送下さい。 

■パソコンのサポートいたします！ 
 お気軽にご相談ください。 

サポート：メールサポート会員     ￥500／月 
     電話サポート             ￥500／回 
設定  ：インターネット接続設定   ￥3,000 
     ネットワーク設定      ￥3,000 
     周辺機器接続設定      ￥1,000 
     各種ソフトウエアインストール￥1,000 
修理  ：ＨＤＤ交換        ￥5,000～ 

     各種ドライブ交換・増設  ￥5,000～ 
講習  ：Windows・インターネット(mail含む)･ 
     ワード･エクセル・初級Ｃ・初級HTML      

     各種アプリケーションソフト￥2,000／時間 
代行  ：Ｗｅｂ作成・ワード､エクセル書類作成・ 

     各種データ入力   お見積もり致します 
出張費用：             ￥3,000 
問合せ ：GrouqHomeＭｅＴＨｏＤ(メソッド) 
TEL：042-535-3616  mail：method@alles.or.jp 
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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、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向けです。 

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８月２４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

など自由な更新が可

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 

●応募申請先及び問合せ先： 

NPOアワード2004実行委員会内    
（社）東京青年会議所 事務局 鈴木晶子宛  
〒102－0093 千代田区平河町2-14-3青年会議所会館2階   
TEL 03-5276-6161 HP http://www.tokyo-jc.or.jp/  
FAX 03-5276-6160 E-mail npoawards@cansoft.co.jp  
●協力団体  
[主催］ NPOアワード2004実行委員会 
[共催](社)東京青年会議所､東京海上火災保険(株) 
[協力](社)日本青年会議所 関東地区 東京ブロック協議会 他  
 
 第11回(平成16年度)ボランティア活動助成募集 
●助成対象：ボランティア活動を目的とした団体・グ

ループで、特に障害児・者、児童問題に関するボラン

ティア活動。(申し込みに際しては、都道府県又は市区
町村の社会福祉協議会・保健所・学校・病院等の推薦

を受けてください。) 
●助成対象期間： 

    原則として平成17年1月～12月の活動に対して助成 
●助成金額： 

 1件当たり30万円を上限とする。(総額4,500万円) 
 ■申込方法:：申込用紙を下記財団へ電話又はFAXにて
請求し、財団あてにお申し込みください。ホームページ

(http://www.daiwa.co.jp/group/kouken/index-s.html) 
 ■申込期間: 8月1日(日)～9月15日(水)消印有効 
●助成の決定：  
 12月に財団事務局より文書にて通知します。 
◆申し込み・問合せ先： 

 財団法人 大和証券福祉財団 
 〒103-8219 東京都中央区日本橋茅場町1-1-9 
        大和証券兜町ビル 
   TEL:03-3665-5147   FAX: 03-3662-0495 
   http://www.daiwa.co.jp 

立川でも助成された団体があります。 

トライしてみてはいかがでしょうか☆ 

ひめりんご  (15年度) 
立川ユニークダンス「さわやか」 (13年度) 

☆「夏！体験ボランティア」 ～まだ参加可能なプログラムがあります～ 
「ボランティア活動には興味があるけど、なかなかきっかけがなくて・・」という方を対象にした体験プログラムです。 

この夏、６０の福祉施設や市民活動団体が１０９のプログラムを提供しています。 

老人保健施設や障害者が働く場、子育てグループでの保育、児童館で子どもと遊ぶといったプログラムで空いているものが 

あります。詳しくは市民活動センターまで。 

 ●「夏！体験ボランティア」に参加するためには・・ 

  ①市民活動センターたちかわでプログラム一覧＆申込書を手に入れる 

  ②希望のプログラムを選び、申込書に記入 

  ③参加者ご本人が申込書＆参加費（￥５００）を市民活動センターに持参→活動先を調整します 
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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● 

 いつも見たいと思いながら実現していないのが「越中お

わら風の盆」です。八尾は憧れの土地となりました。です

が、それが立川で見られるという朗報が入りました。8月

21日（土）夕方6時に立川駅の南側のあたり（4面を参

照）。手帳にもしっかりおとして、今からとてもわくわくしま

す。皆さんもお出かけになりませんか？（早川） 

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。) 


