
◆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/  
◆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。 
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。 
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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。 
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 ご存じですか？～市民活動団体紹介～ 
 

 よりよい社会づくりのために日々活動に取り組ん

でいる市民活動団体。立川市内には子育てや福祉か

ら多文化共生、環境問題まで様々な団体が活躍して

いるのをご存じでしょうか。 

 その中から「あすなろ会」「特定非営利活動法人 

ＴＡＭＡファイナンシャルプランニング研究会」

「日本聞き書きボランティア協議会多摩」「ホリ

デースクールわかば ＶＣ 若葉小部会」の４つの

団体をご紹介させていたします詳細は２面へ） 
写真：あすなろ会と富士見福祉作業所のみなさん 
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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● 
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ご存じですか？～市民活動団体紹介～ 

 また、ファイナンシャルプランナーといってもそれぞれの得

意分野(金融・保険・不動産・税金・ローン・・)があり、互

いに強いネットワークを持つことで、最適な知恵を共有

化し市民に提供できるのもNPOとしての強みであると

のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市民の視線で活動できるのはNPOならでは＞ 
 行政でも企業でもなく、ひとりの市民としての目線で、

自分の暮らしと社会の仕組みを一緒に考えるNPO。 

気軽に参加できる相談会や講座を多摩各地で開催

している。詳しくはホームページで! 

特定非営利活動法人 ＴＡＭＡファイナンシャルプラン

ニング研究会 http://www.con-a.com/tamafp 

 住宅展示場で『家計の見直し無料相談会』を、まちの

学習施設を使って『老後資金プランの立て方』 『自分の

保険、正しく理解していますか？』といった講座を開催して

いるＮＰＯがある。 

ＮＰＯのメンバーはファイナンシャルプランナー（その人それぞ

れの資産活用などのお手伝いをする人）たちである。 

 

＜活動のきっかけ＞ 

 どうしてこういった活動をＮＰＯ活動として取り組もうと

思ったのか－ファイナンシャルプランナーの活動をする中で、

制度を知らない人が多すぎる、行政制度は生活に密着し

ていないし、行政の「寝た子を起こさない」「愚民主義」の

姿勢に一石を投じたいと痛感するようになったそう。 

 

＜組織として活動する意味＞ 

 個々の暮らしの選択肢は多様となったが、同時に複雑

さを増し、かつてのように市民が消費者団体を組織して集

団で考えていくエネルギーが下がっていると実感。ならば、

「くらしと経済」についての公正・中立な立場からきめ細かく

助言や教育をする機関が必要だ！という思いで日々活

動されている。 

「自分の住む地域に経済破綻する人が増えるとまちがスラム化してしまうんです」 
特定非営利活動法人 ＴＡＭＡファイナンシャルプランニング研究会 

ABCハウジングセンターでの相談会 

          「同じ地域に住む仲間として」      

 あすなろ会 

 富士見町にある知的障害者の福祉作業所の方と共に

活動を行っている団体がある。ゲートボールや切手きりの

作業を通し、障害者の社会参加に寄与している。 

 

＜活動のきっかけ＞ 

 どういう経緯でこのような活動に至ったか尋ねると目の前

にある福祉作業所があり、お互いに挨拶を交わすことがで

きず、気になっていたとのこと。同じ地域に住む仲間として

一緒に何かをできたらと思い、自分たちの行っていたゲート

ボールに誘ったのがきっかけということだった。最初は障害

者と接することに抵抗があった方もいましたが、今では挨

拶や気軽に声を掛けられる間柄になったそうだ。 

 

＜社会参加の場として＞ 

 会の皆さんや福祉作業所の方々が喜びを感じたものの

１つとして市民大会の参加があげられた。一般の選手の

方と同じ土俵での真剣勝負。結果は全敗の予選落ちと

なってしまったが、とかく社会との接点が薄くなりがちといわ

れる障害者にとっては社会参加の場をまた１つ増やす

ことができたのではないだろうか。また、その場での真剣に

取り組む姿や喜ぶ福祉作業所のみなさんの姿にあす

なろ会の皆さんはもとより、他の参加者にも好影響を

与えたのではないだろうか。 

 

＜地域ぐるみで共生を＞ 

 また、切手きりの作業も福祉作業所と一緒に行って

いる。メンバーの多くはゲートボールには参加していない

がこれならばと集まった方々。あすなろ会は、いろいろな

形で障害者と地域住民のつながりを生み出している。

会の方は「ゲートボールや切手きりだけではなく地域ぐ

るみで共生していきたい」という思いで日々活動をされ

ている。 

 

 ゲートボールは毎週金曜日の午前中（夏休み、冬休

みあり）。切手きりは月に1回行っている。興味のある方
は富士見福祉作業所（５２２－６９５０）まで。 
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総合的な学習の時間では、人や実際の出来事との

出会いがあり、本物との出会いがあると子ども達の目

は輝きはじめる。そんな場面を目にすると学習支援者

としてもコーディネーターとしても「続けてきて良かった。」

と思う瞬間だと皆さんは口々に語る。 

 ここまでくるのは試行錯誤の連続であったそうだ。これ

からも一歩一歩進んでいくのだろう。子ども達の笑顔が

あふれるまちづくりのため、もっと仲間・支援の輪を広げ

ていくことが今後の課題だと皆さんは語る。 

 今回訪問して、和気あいあいとした雰囲気、年齢層

も幅広く家族のような暖かさを感じた。学校という地域

をベースにこの様な形でまちづくりを行っているからこそ、

今後地域で起こる様々な変化や課題にも柔軟に対

応していけるのではないだろうか。人の出会い、人と人

との繋がりを大切にし、様々な世代の人たちが暖かな

雰囲気の中、笑顔で活動している。この様な活動が

子ども達を、そして地域を育んでいる。 

学習支援窓口     吉野  042‐534‐1768 

ホリデースクール窓口  本間  042‐537‐5810 

 『ホリデースクールわかば ボランティアコーディネーター 

若葉小部会』には、子どもの居場所づくりとして登場した

ホリデースクールの窓口と、学校行事や総合的な学習の

時間などの支援者の調整役を担っている学習支援の窓

口、二つの機能がある。 

＜ホリデースクールと学習支援＞ 

 ボランティアコーディネーター 若葉小部会はホリデース

クールのメニュー構成から支援してくれる人材の募集まで

行っている。活動内容は子ども達からの提案で、スポー

ツ、季節にちなんだ料理、折り紙など様々な活動を行っ

ている。また、研修会も開催しており、総合的な学習の

時間と子どもについての講演、レクリエーションゲームの講

演、特別支援教育についての講演など内容も幅広く、

保護者、先生、地域の方々と毎回有意義な時間を過

ごしている。「講師の方との打ち合わせも楽しくて、学ぶこ

とも沢山ありますよ。」と皆さんは言う。 

 学習支援の面では、ボランティアの調整や斡旋など

様々な形で学校と関わっており、地域と学校を繋ぐ橋渡

しの役割を担っている。地域へ出ての活動が中心となる

 「人や実際の出来事との出会いがあり、本物との出会いがあると子ども達の目は輝きはじめる。」 

                                   子ども達の笑顔があふれる若葉町を目指して・・・！ 

ホリデースクールわかば ボランティアコーディネーター 若葉小部会 

「自分の両親について全く知らなかった」「話を聴いてもらうだけでとても元気になる人がいる」 

                         日本聞き書きボランティア協議会多摩 

 まだ聞きなれない名前のボランティア活動だが、お話を

伺うと「話を聴く」ということの意味深さを感じる。私たちが

ただの繰言として捕らえていた高齢者の昔話に、全く違う

価値を見つけることになる。この活動は世田谷で始まり、

講習会を受けたメンバーが立川で発足させた。まだ半年

ほど前のことであるが、講習会の開催などを通じて着実

な活動をしようとしている。 
 

＜「思い出を冊子に残して差し上げたい」＞ 

 活動の流れは、「心に残る思い出や体験を何らかの形

で書き残しておきたい」という希望のある方のお話を、1回
に1時間ほど、数回に渡り伺ってテープに残す。その後、
話し手の「雰囲気そのもの」が出来るだけ伝わるよう、語り

口も大事にしながら文章に起こし、その人に相応しい装

丁を考慮して冊子にするというもの。話を聴く技術も必要

で活動の奥行きを感じた。 
  
＜活動のきっかけ＞ 

 定例会には7名の会員に加えて、見学者も参加してい
た。会員にきっかけを尋ねると・・・ 

「自分の両親について全く知らなかった。両親としてではな

く、一人の人としてどういう人生を送ったのか、話を聴かず

に亡くなってしまった。」 

「親も言いたいことがあったろうに、本音をきちんと聞きだせ

なかった。戦争中のことなど、もっと聞いてみたい。」 

「自分の母の話を以前テープにとっていたが、それがそ

のままになっていて気になっていた」 

という言葉が返ってきた。 

 多くの人が、改めて自分の歴史を語ることなどなく終

わる。福祉活動の中では、心ゆくまで話を聴いてもらう

ことで、その人が元気を取り戻すという場面に時折遭

遇することがある。「聞き書き」の活動も話し手に同様

の好影響を与えることになるだろう。その場に立ち会え

ることは活動者にとっても大きな喜びではないだろう

か。 
  
＜個人史にある真実＞ 

 また、どちらかというと高齢者の話を「聴いてあげる活

動」、というイメージばかり持っていたが、会員は話その

ものにも関心を寄せて、価値を見出している。例え

ば、「歴史」は時の権力者の栄枯盛衰だけではなく、

その時代を生きた庶民の、個人史の中にも大事な真

実を読み取ることができる。「聞き書き」はそれを掘り

起こし後世に伝えることにもつながるのである。 
  
 定例会は、毎月第2水曜日の午後に開いている。
興味のある方は一度活動の様子を聞いてみて欲し

い。福祉関係者からも期待の大きい活動である。 
 

問合せ 岩本まで noriko.iwamoto@nifty.com 



コーディネーター 

  原田 恵理子さん(佐賀県ＤＶ総合対策センター所長) 
主催：特定非営利活動法人 ウィメンズライツセンター 

後援：立川市女性総合センター・アイム 

一時保育あります。1月10日までにお申込みを。 
FAXまたは電話で、子どもさんの氏名、年齢 (2歳以上)、
連絡先などをお知らせください。 

会場へはＪＲ立川駅北口徒歩5分(伊勢丹方向)  
申込み・問合せ先： 

 特定非営利活動法人 ウィメンズライツセンター 
 TEL：090-9244-5299 FAX：042-531-4712  
 

■ドキュメンタリー映画 こんばんは 
内容：映画の舞台は東京都墨田区立文花中学校の夜間学

級｡そこには様々な理由で『普通に学ぶ機会』を得られな

かった人々が年齢・国籍に関係なく学んでいる｡異年齢間

の交流、教師と生徒の温かい人間関係､そして受験競争の

ための勉学ではなく、生きるために学ぶ真摯な姿・・。 

日時：1月14日(金) ①昼上映 14：00～(開場13：30) 
          ②夜上映 19：00～(開場18：30) 
料金：各回 1,000円 (前売・TEL予約優先) 
場所：立川市女性総合センター・アイム１Fホール 
   (JR立川駅北口徒歩5分) 
予約･問合せ：共同作業所 柿の木カンパニー 

   TEL：042-523-2962 FAX：042-523-2034 
主催：立川「こんばんは」上映実行委員会    
夜間中学記録映画『こんばんは』ホームページ 

   http://konbanwa.web.infoseek.co.jp/  
 
 
 

■市民活動げんき講座② 

｢市民活動団体のためのコーディネーター講座」 
 市民活動･グループ活動･地域活動って､新しい出会いも

あるし､やりがいもいっぱい！でも､困ったり悩んだりす

ることもたびたびあります｡なかでも“人とのつなが

り”っておもしろいけど難しい！そんなとき｢コーディ

ネート｣の知識があるととっても役立ちます｡ 

講師：石田幸彦さん (八王子ランドマーク研究会) 
日時：1月20日､2月3日､2月17日(木)19：00～21：00 
場所：国分寺労政会館(国分寺駅南口徒歩5分 TEL:042-323-8511) 
内容：1日目 1月20日｢コーディネーターの必要性｣ 
   2日目 2月  3日｢コーディネーションの実際｣ 
   3日目 2月17日｢課題解決と合意形成｣ 
定員：20名（申込み先着順） 
参加費：3回分一括10,000円(会員8,000円) 1回3,500円 
申込み：①名前､②連絡先住所･電話･ファックス､③所属､

④E-mail､⑤活動上の悩みや特に学びたいこと､を記入

  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   ●   ●   ● 

 
 

■悪徳商法撃退キャラバン 
 ～立川市における悪徳商法被害の実態～ 

立川市内の｢振り込め詐欺(おれおれ詐欺)｣被害額は､平成
16年度だけで何と6,000万円｡また､先物取引など､高額･
悪質な詐欺事件が市内で多発し､最高被害額は1件で
9,000万円｡被害予防のための撃退法を知っていただくた
め､市民劇団や警察官､弁護士がキャラバンを組んで市内

の学習等供用施設へ伺います｡どうぞお気軽にご参加くだ

さい｡ 

日時/場所：①1月29日(土) 14：30～16：30 
       / 滝ノ上会館集会室 （富士見町4-16-10） 
      ②2月  5日(土) 14：30～16：30 
       / こんぴら橋会館集会室（砂川町3-26-1） 
内容：市民劇団による寸劇､警察官･弁護士による被害予 

   防や撃退法などの講和 

参加費：無料(当日会場に直接お越しください) 
主催･共催：東京三弁護士会多摩支部会員有志･立川市･ 

 立川警察署･立川市自治会連合･立川市社会福祉協議会 

問合せ：立川市社会福祉協議会 地域あんしんセンターたちかわ 
    立川市富士見町2-36-47 TEL：042-529-8319 
 

 

 

■午後のことこと～親子で参加しませんか？ 
 ｢ふしぎなコマ作り｣クルクルグルグルふしぎなコマ､お
もしろいコマ｡いろんなもので作ってみよう｡ 

日時：1月8日(土) 13：00～15：00 
材料費：おとな200円 こども100円 (別途維持費1組 100円) 
定員：10組(申込順) 1月5日(水)から受付 
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 

 

 

■「幸せ家族」と暴力の構図  
●講演とシンポジウム● 

「幸せ家族」と暴力の構図 

日時：1月22日(土) 13:30～16:30 
場所：立川市女性総合センター・アイム5F 第三学習室 
内容：①講演 竹下小夜子さん(精神科医) 
   ②シンポジウム 

シンポジスト 

  竹下 小夜子さん(精神科医) 
  森 望さん(特定非営利活動法人ウィメンズライツセンター) 
  池橋 みどりさん(都立大学大学院社会学研究科博士課程) 
  小町 洋子さん(立川市障害福祉課) 

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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し、1月16日までにファックス･郵送･メールのいずれかの
方法で下記へ。原則として全回参加､時間厳守。 

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 
 E-mail:antytama@mx15.freecom.ne.jp   
 
 
 

■在宅高齢者訪問理美容サービス事業とは 

          ｢我が家が美容院！？｣ 
 美容院に行きたくても行かれない方のために､在宅美容
を出張で行ってくれる美容院があります｡どんなふうに

行うのか､今回は美容師さんに自宅へ来てもらった状況

でのデモンストレーションを見せていただきます｡まだ

よく知られていないサービスですが､申請すれば出張料

は市が補助してくれるなど利用の仕方についても説明し

ます｡ 

日時：1月25日(火)10：30～12：00 
場所：フリー＊ルームことこと     

参加費：300円(資料代)   定員：20名 
申込み･問合せ： 

  たすけあいワーカーズ こっとん 

  〒190-0023 立川市柴崎町2-10-16東号 
  TEL/FAX：042-526-7408 
 
 

■２００５年 １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：2月2日(水)～3月9日(水)全6回13：00～15：00 
場所：立川市総合福祉センター 2階  定員：４名 

費用：1,500円(テキスト代・資料代含む) 
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 
 
 

■市民社会をつくる 

 ボランタリー・フォーラムＴＯＫＹＯ２００５  
日時：2005年2月10日(木)～13日(日) 
場所：東京ボランティア・市民活動センターおよびその 

   周辺会場にて 

内容：いまもっとも課題性や関心が高いと思われる10の
テーマから、27の個別プログラムを用意しました。ボラ
ンティア･自己責任･ＮＰＯと行政の協働･ＮＰＯの財源･

企業の社会的責任･学校･まちあるき･一日旅･こども･

アート･虐待防止･介護と高齢社会･ホームレス問題･災

害･インターンシップ･働き方を考えるプログラム､映画､

ライブ､フィールドワーク､カクテルパーティー､交流会 

企画：ボランタリーフォーラムTOKYO2005実行委員会 
主催：東京ボランティア・市民活動センター 

参加費：1,000円（4日間のすべてのプログラムに参加す
ることができます。ただし、別料金プログラムもあり）  
申込み・問合せ先： 

東京ボランティア･市民活動センター 担当：清水･高山･信木 
Eメール：shimkaz@tvac.or.jp 
TEL：03-3235-1171  FAX：03-3235-0050 
ボランティア･市民活動を 

｢はじめる･支える･つなげる｣ための総合情報サイト 
｢ボラ市民WEB｣http://www.tvac.or.jp/ 

■シュタイナー思想・教育ゼミナール 
講師：ヘルムート・エラー 
   （ハンブルグ・シュタイナー教育教員養成ゼミナール前代表） 

●教育シンポジウム （講演＋対談）  

全人生にわたって力の出せる人間を育てるシュタイナー

教育－ひらかれる心とからだ－ 
 2月11日(金･祝)9：30～12：45    
参加費:2,500円（当日2,800円） 
●お母さんのための連続講座３回シリーズ  

０歳から１２歳までの家庭でのシュタイナー教育 

－９歳の時期を乗り越える、兄弟の問題を考える－   

2月7日(月)8日(火)9日(水)10：30～12：45  
参加費：3回通し(予約前納)9450円  
●はじめてでもよく分かるゼミナール 

 Part１：子どもをとりまく問題とそれに取り組むシュ
タイナー教育 

・現代のメディアと子ども、若者の暴力／ 

2月11日(金･祝)15：00～16：30  
・宇宙の秘密が解き明かされる天文学／ 

2月12日(土)  9：00～16：00 
・人間の12感覚器／2月13日(日)  9：00～16：00  
参加費：3日通し(予約前納)25,000円  
    1日参加        11日  3,150円(当日  3,600円) 
        12日･13日11,500円(当日12,600円) 
Part２：ルドルフシュタイナーの数の世界 
・数の神秘を体験しよう  

－３、４、７、１２の中に潜む大いなる秘密にせまる！ 

2月19日(土)9：00～16：00 20日(日)9：00～15：30 
参加費：2日通し(予約前納)21,000円 
      1日参加 19日11,500円(当日12,600円) 
            20日10,500円(当日11,500円) 
＊講座は流れによって一番ふさわしく組まれるため、内容・時間が変

更する場合があります。ご了承ください。 

保育について：3才～小学3年生までのお子さんの保育を
希望される方は、1月31日までにご相談ください。保育
料についてはお問合せください。 

問合せ・申込み先：NPO法人 東京賢治の学校 
〒190-0023 東京都立川市柴崎町6-20-37 
TEL：042-523-7112  FAX：042-523-7113 
E-mail：kenji-gakkou@ma.neweb.ne.jp    
URL：http://www1.neweb.ne.jp/wa/kenji/ 
■電話相談員ボランティアのための研修 
 いのちの電話の趣旨に賛同して､その活動を積極的に

支援しようとする方であれば､性別､年齢､学歴､職業など

を問わず､どなたでも申込みいただけます｡なお､｢東京多

摩いのちの電話｣の電話相談員を志す方は､前期研修終了

後､さらに中期､後期の研修を経て認定を受けることが必

要です｡ 

日程：4月2日(土)～7月2日(土) 全12回 14：00～16：00 
場所：亜細亜大学(JR中央線武蔵境駅) 
受講料：24,000円 
申込方法：3月24日 (木)までに90円切手を貼り､住所･氏
名･を明記した返信用封筒を下記宛に送付してください｡ 

   〒185-8691 国分寺郵便局私書箱46号 
   ｢東京多摩いのちの電話｣事務局 募集要項係 

問合せ先：東京多摩いのちの電話事務局 

     TEL：042-328-4441 FAX：042-328-4440 
     URL：http://homepage1.nifty.com/lltama/ 
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動・事業を助成対象とします。  
５ 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法人など)｡  
６ 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。  
７ 選考方法  
 下記の選考基準に基づいて選考委員会にて行います。  
(1)地域貢献性：住みよい地域を実現するもの  
(2)独創性：新しい試みに挑戦するもの  
(3)実現性：計画の意図や内容が実現できる可能性の高い
もの  
(4)参加性：2に記載の[重視する活動や事業]を参照  
(5)成長性：活動や事業を通して人も組織も育つもの  
(6)助成後の発展性：助成後も活動や事業の発展があり、
波及効果が予想されるもの  
８ 応募期間  
 2005年1月4日(火)～1月20日(木)〈当日消印有効〉  
９ 応募方法  
 応募書類 (所定の書式による)を郵便でお送りください
[持ち込み不可]｡応募要項・用紙｣は、最寄りの＜中央ろ
うきん＞窓口にご来店いただく他、Webサイトからもダ
ウンロードできます。    
１０ 選考結果  
 2005年4月下旬までに文書にて連絡いたします。 
◇応募書類送付先・問い合わせ先◇  
 中央労働金庫 営業推進部 助成係（担当：山口、野島） 
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-5 
TEL：0120-86-6956 (平日9：00～17：00) 
URL：http://chuo.rokin.com/ 

■福祉作業所のクラブ活動ボランティア募集  
立川福祉作業所は、知的障害や身体障害があり、一般企

業に就労することが困難な方が､自宅から通い一緒に仕

事をする施設です｡ 

 

 

 
 

応援します！個性が輝く“ひと・まち・くらし”づくり  
■中央ろうきん社会貢献基金  
１ 対象分野  
 下記の3分野を対象とします 
(1)ひとづくり:未来を担う子どもや若者達が､個性豊かに
成長し､自立した個人として地域でおこなう活動 など 
(2)まちづくり:生活の場としての居住地や商店街などを
魅力的な空間とし､自然や歴史を生かした住みよい地域

環境をつくる活動など 

(3)くらしづくり:地域に生きる人が､さまざまな障害や困
難を乗り越えて､地域社会に積極的に係わり、安心し自

立した生活を実現するための活動 など  
２ 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  
３ 助成総額  
第1種 スタート助成 
(活動開始資金) 1団体・上限30万円 
(継続有り)※新たな活動を開始する為の助成で､活動実績を問いません 
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)※新たな事業を展開する為の助成で､活動実績が１年以上あ
ることが必要です 

４ 助成対象期間  
 2005年6月1日から2006年5月31日の期間に行われる活

センター登録団体  特定非営利活動法人  

高齢社会の食と職を考えるチャンプルーの会   
  昨年度の助成を受けました。 

クラブ活動日：第2・第4木曜日  13:00～16:00 
       ※職員2名引率、利用者10名。 
募集人員：若干名。 散歩クラブ 

場所：東京都立川福祉作業所 (立川市柴崎町3-13-11) 
問合せ：TEL042-527-2721 矢沢 

●    ●    ●       ひと・モノ・募集      ●    ●    ● 

●    ●    ●    助成金情報    ●    ●    ● 

    E-mail： mpnet@zak.att.ne.jp   
            URL：http://www.sodateage.net 
 

■「聞かせて下さい！あなたの人生！！」 
 あなたの人生をお話くださる方、自分の本を創って欲

しい方、募集中！｢聞き書きボランティア協議会｣のメン

バーが､あなたの人生をお聴きして､あなたの人生を“手

作りの1冊の本”に致します!!伝えておきたいこと､残し
ておきたいこと･･･あなたの歩んでこられた人生､私達に

聴かせていただけませんか？☆費用は無料です☆ 

問合せ：日本聞き書きボランティア協議会 

    多摩事務局  岩本 紀子 
            武蔵村山市大南4-21-31 2-206 
連絡先：042-562-9802 noriko.iwamoto@nifty.com 

■農作業をマンパワーで応援します！ 援農隊 
 援農隊はこんな活動しています！マンパワー (人手)不
足の農家のお手伝い/軽･重作業どちらも承ります (応相
談)/2人以上から隊員を派遣致します /作業中の事故は
NPO保険でカバーします/農作業以外の雑用もお引き受
け致します/ご相談は無料です｡お気軽にお問合せ下さ
い。 

料金：一般農作業が400円/時間から､機械の使用や重労
働を伴う作業が600円/時間からです｡作業料金は､必要人
数･移動時間･季節などによって変わります｡ 

問合せ：NPO法人｢育て上げ｣ネット事務局(担当:安田･石山) 
    〒190-0011 立川市高松町2-9-22生活館ビル3F 
       TEL：042-527-6051 FAX：042-548-1368 

●    ●    ●    できます！やります！   ●    ●    ● NEW☆ 
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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。 

     Tel 042-529-8323  Fax 042-529-8714 
        Email aiaivc@whi.m-net.ne.jp 

市民活動センターに登録しませんか？ 
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 

☆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１７年１月19日（水） １９：００－２１：００     
会場：立川市女性総合センター・アイム５Ｆ 第３学習室  

    立川市曙町2-36-2  

「ＮＰＯ法人の立ち上げを考えているんだけど、設立までにはどんな準備が必要なんだろう」 
「法人格をとったらどんな実務があるんだろう」 

「法人を設立して間もないんだけど、事務手続きにとまどっている」  

                              こんな方はぜひご活用ください。 

         ＮＰＯ法人だけではなくボランティアグループや市民活動団体などで 

                           グループ運営の実務をされている方にもご活用いただける内容です 
 
■日時と内容■※必要な回のみの選択も可能ですが(3)(4)は連続参加をお願いします 

  ◆１月１９日（水）ＮＰＯ法人設立ガイダンス 講師：市民活動センターたちかわ スタッフ 

     「ＮＰＯって何？」「私たちの団体はＮＰＯ法人化した方がいいの？」「法人化のための手続きは？」  

     毎月定例で行っているガイダンスです。 

  ◆１月２６日（水）定款のつくり方 講師：東京ボランティア・市民活動センター 池澤良子さん 

     団体の運営の柱になる定款は、認証手続きのためにも作成は必須ですが、その後の運営にも大きく影響する大切    

     なものです。作成上のポイントをお伝えします。 

  ◆２月 ２日（水）・９日（水）ＮＰＯ法人と会計・税務 講師：税理士 村田栄樹さん 

     団体を運営する上で生じてくるお金の管理って? ＮＰＯ法人になるとどんな税金がかかり、どんな実務と手続きが必    

     要なの?  経理業務に携わったことのあまりない方向けの基本講座です。 

  ◆２月１５日（火）ＮＰＯ法人と労務 講師：社会保険労務士 井嶋栄治さん 

     ＮＰＯ法人が有給スタッフを雇用する場合の労働条件やおのずと生じてくる社会保険についてお伝えします。 

■時間■ いずれも１９：００～２１：００    ■会場■  立川市女性総合センターアイム５階第３学習室 

■対象■ ・ＮＰＯ法人格の取得を検討している市民活動団体 

       ・ＮＰＯ法人格の取得後１年未満の団体 

       ・非営利団体活動者、行政スタッフ、ボランティア・市民活動センタースタッフ、ＮＰＯ活動    

        に関心のある方 

■定員■   各回３０名  ■参加費■ (1)無料  (2)－(5)１講座５００円 ※参加費は各回、受付でお支払いください。 

■申し込み■ 電話・ＦＡＸ・Ｅメールのいずれかで市民活動センターたちかわまで 

NPO法人・非営利団体のための運営実務あれこれ講座 

市民活動センターたちかわ より 

 

 

参加者募集! 
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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）■ 

■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。 

こ 

 

 市民活動センターたちかわのおすすめ活用法 

★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） 

※ 活動センター前では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。 
 Ａ４サイズをＡ１サイズに拡大した場合の料金は１００円となります。 

・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。 

 利用料金は､製版代１枚あたり５０円。インク代は４９９枚まで無料。それ以降は 

 ５００枚毎に１００円いただきます。(登録グループは９９９枚までが無料) 
※ 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。           

■「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。) 

保険の加入について 

●
編
集
後
記
● 

『市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
た
ち
か
わ
』

と
な
っ
て
二
度
目

の
冬
、
登
録
団
体

も
１
１
０
を
超
え
、

住
民
の
力
を
感
じ

て
お
り
ま
す
。
こ

れ
か
ら
も
皆
様
と

対
話
を
し
な
が

ら
、
共
に
立
川
の

ま
ち
を
つ
く
っ
て

い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
本
年
も
ど

う
ぞ
宜

し
く
お

願
い
致

し
ま
す 

今月までに登録された団体は113団体★ 
立川市内を中心に活動されている団体の情報

がホームぺージや「登録グループ紹介ＢＯＯＫ」

で見ることができます。ぜひ、ご覧下さい！ 

ご協力ありがとうございます！ 


