
オープニング ～ コルネット・カリヨン ～ 

  この曲を知っていますか？「こんな美しい曲が 

  あったのか！」と、空気を変えてしまう程の旋

第一部      ～ 打楽器アンサンブル ～  

  魂に響く！自然に体も動き出す！ 

    「ガイーヌ」より 剣の舞（ハチャトゥリアン） 

    「となりのトトロ」より 風のとおり道（久石譲） 

市民活動センター 
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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● 

今 月 の も く じ 

 

P2～3 特集：「立川市教員研修｣ 

     助成事業のお知らせ 

P4～6 情報コーナー 

P6   「ひと・モノ・募集」｢助成金情報｣」 

     「団体さんのお手紙から」 

P7～8 「市民活動センターからのご案内」 

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

プレゼ
ンツ！

 入場
無

料！ 

東京ガ
ス㈱多

摩支店
 
ふれあいミュージックフェスティバル ２００４ 

第二部   ～ クラリネットアンサンブル ～ 

  1０数本のクラリネット、めったに聴けない。思い 
  がけない楽しさ！ 

    「星に願いを」 「パッヘルベルのカノン」 他 

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て 

 防災！帰宅困難者図上体験訓練 
 都心などにお勤めの方、もし都心で災害にあっ

たら、立川に辿り着くまでにどんなことが待ち受

けているでしょうか。一度図上ゲームで体験して

みませんか？ご希望の方は当センターにご一報

下さい。防災ボランティアグループにもお奨めで

す。 

  9月12日（日）9：00～11：30 
  立川市立第二小学校グラウンドにて 

 重  要  

 市民活動センターたちかわ助成事業 

 後期募集開始します！ 

応募期間は9月10日（金）～9月30日（木）です。募集要項
は9月1日以降に当センターか、伊勢丹立川店6階、ハート
フルステーションの社会福祉協議会窓口にてお渡ししてい

ます。ご希望の団体様はお早めにご応募下さい。詳細は3
面を御覧下さい。 

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 

後援  立川市 国立音楽大学  

      （財）立川市地域文化振興財団         

出演  国立音楽大学学生 大学院学生   

第三部   ～ ミュージカルハイライト ～ 

  あの名曲の歌声を、華麗な金管五重奏ととも   

  にお届けします   

    「サウンド・オブ・ミュージック」 

 
 

千
人
を
超
す
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衆
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感
動
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お
子
さ
ん
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れ
で
も
お
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し
下
さ

「自転車で来ましたが、来てよかった！」「もっと年を重ねて

も参加したい」「本当に癒された」（昨年のアンケートより）  

 誰でも気軽に良質の音楽に触れられる機会を！その思

いで企画しています。熱意と工夫のプログラムです。 
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子どもに何を学んでほしいのか、 

               大人だって迷っているんだ！ 

 

     ～先生のための研修を通して、浮かびあがってくること 

「生きる力」をつけるための授業を 
 今、小・中・高校では、「総合的な学習の時間」と

いう科目があるのはご存知だろうか？ 

 平成１４年から本格実施がはじまった新しい科

目。子どもたちが、自ら課題を見つけ、感じ、考え

ることを大きな目的としている。 

「生きる力をつける」なんて言われたりもしている。       

          「生きる力」。 

大人である私たちにとって、なんとも身にしみ

る・・。 

 市民活動センターでも、子どもたちによき市民

（共感と行動力をもった市民）となってほしい、とい

う思いから、地域の人たちや市民活動団体と一

緒に、学校や子どもたちと協働する機会が多く

なっている（昨年度は２１校と協働）。 

 国際・環境・福祉・まちづくり・・テーマも授業内

容も各校のオリジナルだ。 

「一緒にやろう！」と集まった人たちと学校の先生

とで、あれやこれやと頭をつきあわせながら、授業

内容の企画をし、子どもたちの様子に合わせアレ

ンジしながら実施をしている。 

 

先生たちの悩みに共感  

           『いっちょ協力しましょう』 
 その中で痛感することは、子どもたちに伝えて

いく最前線にいる先生自身が、どんな人とどんな

授業展開ができるのか悩んでいるということであ

る。 

 

 ということで、毎夏、立川市教育委員会と一緒に

先生向けの研修を行っている。 

普段、学校の授業に協力している地域の人たち

も企画・運営者となる。強力な支援者だ。 

 

研修の様子は・・ 
 今回は地域で暮らす障害のある方々が協力し

てくれた。 

午前中は先生たちと協力者がごちゃまぜとなっ

た５つのグループに分かれて、買い物に行ったり 

その日の昼食づくりをしたり、各々過ごした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５，６人の小さな輪。コミュニケーションをとらないと

前に進まないプログラム。 

少し緊張気味に、自己紹介から始めていたグルー

プも、午前のプログラムを終えた頃には、すっかりう

ちとけあっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出会ったばっかりだけど 

 

みんなの昼食をゆだねられた！ 

 

先生、おいしくつくるポイント教えてあげる 



       ●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● 

3 

       ●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● 

3 3 

 午後は、身体障害、知的障害、精神障害、視覚障

害、聴覚障害、それぞれの障害のある方から、その

人なりのオリジナリティあふれる、「障害を知るため

のミニレクチャー」。 

障害があるかないか、障害の種類が何かとかで、人

は理解できるものではないという再確認の場となっ

た。レクチャーが進むにつれ、参加者である先生た

ちも自分自身の心に湧き上がっていることを

語り出し・・。 

 地域の人と一緒に取り組む授業に実績のある小

平市立鈴木小学校の山下校長から、学校の中で

実践につなげるための後押しとなるお話をいただ

き研修を終了とした。 

 

参加者、協力者の役割をこえて。 
 「同じ時間、場を共有することで人間としてつき

あっていけると実感した」「地域に住む人は全て、

ふれあい、生きていくことができる」「擬似体験より 

も一緒に活動すること、その中で、子ども自身が

何を感じていくのかを大切にしたい」。参加した

先生たちが残した言葉である。 

 

 一方、協力者の人たちからは「他の障害のあ

る人の話を聞けたのがおもしろかった」「僕は見

た目では障害者と見られないので、僕の障害が

何なのか話してみたい」「障害者や特別ゲスト

じゃなくてオレです」といった声が寄せられてい

る。 

 

－この人たちと子どもたちを出会わせたい 

－この思いを子どもたちと共有したい 

－自分が伝えられることを伝えていきたい 

感じ考える力を育む、総合的な学習の時間は、

子どもだけでなく、大人や地域のつながりも育

んでいく。 

市民活動センターたちかわ助成事業の後期受付開始！      

 ｢幅広い市民の参加及び活性化を図り、地域福祉の推進に寄与すること｣を目的とした市民活動を行お

うとする団体の設立及び市民活動団体の多様な活動に対して助成を行います。審査は、皆様から提出し

ていただいた書類を担当の運営委員が討議し、助成の有無を決定いたします。 

●対象 

原則として市内に活動拠点が設置されているか、または立川市民を対象に活動をする5人以上の会員等

で構成されている団体です。 

●助成金額 

平成１７年３月３１日までに実施する、次のような事業の経費および機材の購入です。 

① 立ち上げ資金（上限5万円）       ④ 調査研究事業（上限10万円） 

② 機材・備品の購入費（上限10万円）    ⑤ 会員対象事業費（上限5万円） 

③ 市民交流事業・社会福祉に 

   関する広報・普及活動（上限10万円）   

*申請する事業に充てる自己財源が4分の1以上必要です。 

●申し込み方法 

以下の書類をそろえ、市民活動センターたちかわにお申し込みください 

・ 申請書（市民活動センターたちかわ及び伊勢丹６階あいあいステーションにあります） 

・ 団体の活動がわかるような資料（事業計画書・活動報告書・予算書・決算書・広報誌など） 

 ・ 申請事業や活動の内容がわかる資料（事業の企画書・予算書、パンフレット、チラシ、機材購入の    

   場合はカタログのコピーなど） 

・ 見積書（機材購入の場合） 

●応募期間 

平成１６年９月１０日(金)～９月３０日(木) 日曜日・祝日はお休みとなります。 

※市民活動センターたちかわに直接持参してください。時間は平日8時30分から19時、土曜日8時30

分から17時となります。書類内容の確認をスタッフがさせていただきます。お届けの際には、恐れ入り

ますが、事前にご連絡ください。 

＊詳細は市民活動センターたちかわ助成事業要綱をご参照下さい。 



■「無料・住宅ローン相談会」開催 

 住宅ローン返済中の方々、最近の家計の状況はいかが

でしょう。ボーナス・給与・残業。「収入は減るがロー

ンの返済額は変わらない」。ファイナンシャルプラン

ナーの相談ではよく聞く言葉です。「少し苦しい」この

タイミングで家計を見直しませんか? 

ファイナンシャルプランナー、キャリアカウンセラー、

不動産コンサルタントなど住宅展示場などで住宅資金相

談を数多く行っている相談員がお待ちしております。 

日時：9月9日(木)立川、10日(金)豊田･･･18：00～21：00 
       11日(土)八王子･･･13：00～17：00 
会場:立川・豊田・八王子駅周辺で会場を確保中。お申し

込みを頂きましたら、お葉書でご連絡いたします。 

時間：１時間程度(予約制)    

費用：無料 

主催：NPO法人多摩ＦＰ 

    〒192-0046八王子市明神町3-2-1 YU Ａrks501 
    http://www.con-a.com/tamafp 
申し込み・問合せ： 

       TEL 0426－60－0460 FAX 0426－60－0488 
     E-mail:tamafp@con-a.com  
 

■自由に遊べる場所がない！？ 

        ～プレイパークを知ろう～ 

内容：「プレーパークを考える会」の田中さんをむかえ 

   ての意見交換会 
＊プレイパークとは…自然を主にした冒険遊び場のこと。与えられ

た施設で遊ばされるのではなく、自ら遊びを創り出す場。禁止事項

はなく、何かやってみたいという子どもの興味や欲求がひとつでも

実現するよう、「自分の責任で自由に遊ぶ」がモットーです。 

保育：見守り付き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。 

参加申込： 

   メールかFAXで9月10日迄に下記へお申込みを！ 

   FAX：042－526-7432（フリールームことこと：酒井） 

   メール：iretachi@yahoo.co.jp 
交通：立川バス｢こぶし会館｣、きたくるりんバス 

   ｢幸小南｣下車。モノレール「砂川7番」駅下車 

   ＊駐車場はございませんのでご注意下さい。 

主催：子育ていれかわりたちかわり実行委員会 

   http://www.tachikawa-kodomo21.jp/ 
 

 

 

 

  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   ●   ●   ● 

 
■地域を変えるろう者たち(全3回) 
 第２回「手話は誰のもの！？」 
・日本手話による講演ですが、読み取り通訳が付きま

すので、手話の分からない方もぜひご参加ください。 

・お願い：講演中のビデオ・カメラ・携帯カメラでの

撮影、ボイスレコーダー録音などはご遠慮ください。

※講演後、講師をお招きしての交流会を予定しており

ます。詳細は当日会場にてお知らせいたします。 

日時：9月10日(金) 18：30受付 19：00講演開始 

定員：80名(先着順)※事前申込みはありません。 

会費：￥３００ 

会場：立川市女性総合ｾﾝﾀｰ･アイム５Ｆ第３学習室 

講師：須永 美智子 氏  
   (武蔵村山市 聴覚障害者協会 手話運営部長) 
主催・問合せ：立川手話友の会 

   事務局長 渡部 真理子 FAX：042(529)5922 
助成：立川市社会福祉協議会   市民活動センターたちかわ 

 
 

■公開講座 ＮＰＯ法人ＣＥＰ･子どもひろば   
 ワークショップ(参加型学習)を体験してみませんか 

日時/場所/内容/対象/資料代：9月の立川市内の講座 

①  7日(火)10：00～12：00(総合福祉ｾﾝﾀｰ2F)  
     CAP(子どもの暴力防止) 保護者･教職員 700円  

②18日(土)13：30～14：30(錦公民館２F)  

   CAP(子どもの暴力防止) 小学2～4年生  300円  

③18日(土)15：00～17：00(錦公民館２F)   

   CAP(子どもの暴力防止) 保護者･教職員 700円  

④15日(水)15：30～16：30(総合福祉ｾﾝﾀｰ2F)  

   CAP(子どもの暴力防止) 小学2～4年生  300円  
⑤26日(日)13：30～15：30(錦公民館２F)    

   CEPティーンズドラック(10代の薬物乱用防止)  
     保護者･教職員 700円  
CAP(小学生対象)…子どもがいじめや誘拐などの被害から自分を守る

ためにできることや被害を受けた時に大人に相談すること、友達同

士で助け合うことなどの大切さを簡単な劇で学習するプログラム。 

ティ－ンズドラック (中高生対象)…なぜドラックの乱用をしてしまう

のか、なぜ危険なドラッグを売っているのか、どうすれば自分を大

切に生きられるのかなどをパネルや薬物見本を使い皆で一緒に考え

るプログラム。 

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 
後援：立川市社会福祉協議会 

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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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 
 

■「フリー＊ルームことこと」からのお知らせ 

9月の予定 

＊オープン一周年記念バザー 

 9月  4日(土)10：00～13：00 
＊午後のことこと｢のんびりおやつ｣ 

 9月といえば『お月見』おだんごを食べながら、たま 

 にはゆっくりのんびりしませんか｡ 

 9月29日(水)13：00～15：00  

 おやつ代大人200円幼児100円(別途維持費一組100円) 
 先着10組 9/13(月)より受付開始 

＊のんびりあそぼ 

 毎週水曜日10：30～12：30(初回利用は維持費一組100円のみ) 
 (9/29『のんびりおやつ』開催のため、午前はお休み) 
10月の予定 

＊午後のことこと｢コーヒーDEアート｣ 

 芸術の秋。コーヒーを材料にオリジナル作品を作りま 

 しょう。親子の共同製作も楽しいです。作品はお部屋 

 の素敵なインテリアになります。 

 10月16日(土)13：00～15：00  

 材料費 200円 (別途維持費一組100円) 
 先着10組 10/4(月)より受付開始 

＊のんびりあそぼ 

 毎週水曜日10：30～12：30(初回利用は維持費一組100円のみ) 
問合せ・申込み： 

 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 酒井 義子 

  
■現地写真とデータから考える飢餓・貧困の現状  

 ハンガー・フリー・ワールド活動説明会 

 途上国の子どもの死亡原因第一位は？平均寿命38歳の

国はどこ？など、気になる飢餓・貧困の現状について分

かりやすく説明します。この他、ハンガー・フリー・

ワールド活動全般の説明やオススメボランティア情報も

ご紹介します。 

日時：9月10日(金)、28日(火)、10月8日(金)、26日(火) 

   時間はいずれも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） 

定員：10名 

参加費：無料＊当日までに要予約 
連絡先： 

 特定非営利活動法人 ハンガー・フリー・ワールド(担当：吉井)  

 〒102-0072 千代田区飯田橋3-11-24笹岡ビル3階 

 電話 03-3261-4700 FAX 03-3261-4701    

  E-mail hfwoffice@hungerfree.net 

 URL     http://www.hungerfree.net/ 

■市民活動げんき講座 

｢市民のための経済教室 

      －いっしょに学び､考えませんか－｣ 
 市民活動のパワーアップは学習と交流から。いま注目

されている日本の経済現象に即して市民の立場から学習

します。経済についてこれまであまり関心のなかった方

にも､わかりやすく講義します｡気軽にお申込みくださ

い。 

講師：山家悠紀夫(暮らしと経済研究室主宰、元神戸大学院教授･金融論) 
日時：9月から､原則毎月20日過ぎの水曜日19:00～21:00 
 予定日 9/22 10/20 11/24 12/22 H17年1/26 2/23(全6回) 
会場：｢市民活動広場たま｣ 

    (立川駅南口徒歩3分･シビル=須田塾ビル3階) 
テ－マ：①景気は本当に良くなっているのか。 

    ②｢構造改革｣で日本は良くなるか。 

    ③不良債権は処理すべきものか。 

    ④財政赤字で将来は大丈夫か。 

    ⑤日本の国際競争力に心配はないか。 

    ⑥高齢化社会をどう迎えるか。 

進め方：講義1時間20分前後、質疑･討論40分程度の予定 

参加費：1回1,000円 6回通し5,000円(資料代､会場費として) 
申込み：①名前､②連絡先住所･電話､③年齢､④職業､⑤関

心事項､を記入し、ハガキまたはファックスで下記へ。 

主催･問合せ： 

 NPO法人 市民活動サポートセンター･アンティ多摩 

 立川市錦町3-1-28-301 tel/fax：042-540-1663 
 antytama@mx15.freecom.ne.jp  (担当：江頭) 
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問合せ：たちかわ多文化共生センター(TMC) 
    TEL/FAX：042(527)0310  

              E-mail   ：tmc@poppy.ocn.ne.jp 
 

■２００４年 10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：10月6日(水)～11月17日(水)全6回13：00～15：00 
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申請先は直接、独立行政法人福祉医療機構基金事業部

振興課となります。   
長寿社会福祉基金  
高齢者・障害者福祉基金  
子育て支援基金  
障害者スポーツ支援基金  
＜地方分＞  
主として都道府県又は政令指定都市の域内において行

なうきめ細かな実践的事業を対象とします。  
申請先は都道府県又は政令指定都市の社会福祉協議会

となります。  
高齢者・障害者福祉基金  
子育て支援基金  
障害者スポーツ支援基金  
〒105-8486 
東京都港区虎ノ門4-3-13秀和神谷ビル町ビル9階 

TEL：03-3438-9946 FAX：03-3438-0218 
HP http://www.wam.go.jp/wam/(募集要項掲載中) 
＊詳細はホームページをご覧ください。 

●    ●    ●    団体さんのお手紙から    ●    ●    ● 

 ㈱損害保険ジャパンより寄贈があり、昨年社会

福祉協議会を通じて希望団体にお渡ししたパソコ

ンですが、点字サークルにも6台が寄贈されまし

た。その会長からお手紙を戴きましたので、ここ

に掲載させて頂きます。 

 「パソコン助成申し込み、6台戴き有難う御座

いました。Windows９５は初めての人も何人かお

りますが、何回かの勉強会を致しました。新しい

点訳ソフトの動作方法も、かな部分は出ますが、

点字部分がなかなか表示されませんでした。色々

勉強の結果ようやく点字表示ができるようになり

ました。8月夏休みのため、9月より本格的に作業

会にはいる予定です。又、新しい点訳ソフトは今

まで使用しておりましたプリンターが使用できな

いため、ただいま対応プリンターの勉強中です。

今後ともサークル一致で頑張ります。よろしくお

願いいたします。 立川点字サークル」 

 手打ちからパソコンに変化することで、点訳のス

ピードは上がりました。現在使いやすいソフトは

Windows９５、９８、Meでないと動かない。です

から、このパソコンはとても欲しかったとのこと。 

 今までは1冊の本を点訳するのに校正も含めて2ヶ
月くらいかかっていました。9月からはそれが大幅

に短縮される可能性があります。本当にソフトを使

いこなすには点字の基礎を押さえた上で、依頼者に

よってそれぞれ違うニーズに対応したりする必要も

あります。またハードの整備や研究などはサークル

会員の持ち出しでやっているため、経済的な負担も

大きいことと思います。他市の点字サークルも同様

の悩みを抱えているようで、今回の寄贈をとても羨

ましがられたという後日談もありました。他の団体

の皆さん、パソコンをどんな風に活用していらっ

しゃいますか？宜しければお聞かせ下さい。 

 

●    ●    ●     ひと・モノ・募集    ●    ●    ● 

■｢昭和記念公園ハイキング｣での 

            ボランティア募集 
フェローホームズに入所されている利用者様と一緒に､

秋の昭和記念公園に行きませんか｡利用者様の車椅子を

押して歩きます。 

日にち：１0月13日(水) ＊雨天中止 

時間：10：00～15：00(9：30受付開始) 
集合場所：フェローホームズ 
介護老人福祉施設 フェローホームズ 

         (担当：佐谷､阿部､小昏､久保田) 
〒190-0013 立川市富士見町2-36-43 
℡042-532-7601 Fax042-532-7605 

E-mail:letusgohiking@hotmail.com 
 
■フレンドシップトレイン「ひまわり号」 

     への参加者とボランティアを募集 
 心身に障害があるために日頃旅行の希望が叶えられ

ずにいる方と関心のあるボランティアでJRの専用列車

を仕立てて日帰り旅行を楽しみます。今年は10月31日
(日) に小田原へ。参加費は大人3,000円､中高生2,000
円、小学生1,500円。 

集合解散は立川駅。午前7時30分～午後6時。定員200
名､締切は9月24日(金)。 

申込みは､問合せは日向野まで(℡090-3066-0924) 

◆17年度「長寿・子育て・障害者基金」の   

            助成事業を募集します 
平成１７年度助成事業の募集について  
長寿・子育て・障害者基金では、長寿社会福祉基金、

高齢者・障害者福祉基金、子育て支援基金及び障害者

スポーツ支援基金の４つの基金を設け、その運用益に

より、民間の創意工夫を活かした社会福祉を振興する

ための事業に対する支援を行なうことにより、 高齢者

や障害者の在宅福祉、生きがい・健康づくり、子育て

支援、青少年の非行防止や健全育成、障害者スポーツ

の振興等を推進していますが、平成１６年９月１日 

から１０月３１日までの間、平成１７年度助成事業の

募集を行ないます。  
なお、応募に必要な書類については、郵便等で請求い

ただけますが、当ホームページからダウンロードして

使用いただくこともできます。  
＜特別分＞  
「独創性」又は「先駆性」があり、「普遍性」のある

事業を対象とします。  
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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９月２１日（火） １９：００－２１：００     

会場：立川市女性総合センター・アイム５Ｆ 第１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 

～第２次基本計画策定市民会議「たちかわみらい計画会議」フォーラムにご来場ください 

   「市民力でまちづくり」 
     たちかわみらい計画会議発 平成２１年の立川はこんなまちになっていたい！ 
 

    平成１７年度から２１年度までの５年間の立川市の基本計画への提言を、 

    公募市民による会議で練り上げてきました。 

    昨年１０月から、約１年。夢を追いかけながら、異なる意見をぶつけあいながら。 

    私たち市民委員が導き出した「こんなまちになっていたい！」とは・・ 

 

●日時 平成１６年９月１１日(土）１４：００－１６：３０ 
●会場 立川市女性総合センター･アイム１階ホール 
    (立川市曙町2-36-2) 

●参加費 無料 直接会場に起こしください   
            保育(満１歳～就学前児）希望の方は９／２までにご連絡ください 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 
①たちかわみらい計画会議から立川市第２次基本計画策定にかかる提言の提出 

②基調講演『市民がまちづくりや地域社会に参画する意義』         

  講 師：IIHOE「人と組織と地球のための国際研究所」 代表 川北秀人さん 

③シンポジウム『たちかわみらい計画会議を振り返って～そしてこれからの市民参画』 

たちかわみらい計画会議の市民委員からの発信 

●問合せ 市民活動センターたちかわTEL:０４２－５２９－８３２３ 

 

  ある日の市民会議 


