市民活動センター★
たちかわ通信･情報版
◆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。

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。
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■〜ろう者を取り巻く聴者(全3回)〜
第2回 親の立場から

●

イベント・講習・講座
センタ
ー助成
！

｢私は子どもに何をしたのか？｣
音声による講演ですが、日本手話通訳が付きま
すので、ろう者の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。お問い合わせは事務局まで。
日時：7月23日(土)10：00〜 9：30受付開始
場所：立川市女性総合センターアイム１Ｆホール
講師：中村 成子 氏／日本手話通訳：田中 清 氏
定員：196名(先着順)※事前申込みはありません
会費：500円
交流会：講演後に交流会を行います(12：00〜)
詳細は当日、会場にてお知らせします。
問合せ：立川手話友の会 事務局 (渡部真理子)
FAX：042-529-5922
■高次脳機能障害者の家族会を開催します

５０代くらいまでの方で、交通事故や脳疾患の
後遺症により記憶や理解力に障害が残り、どこで
情報を得たらよいのか、どういうサービスがある
のかなど分からず、お困りになっているご家族が
いらっしゃいます。そこで保健師も交え、ご家族同
士の色々な悩みを語り合い、情報交換を行なう家
族交流会を開催しています（ほぼ毎月）。参加を希
望される方は、市民活動センターたちかわまでお
問合せ下さい（ご本人の参加についてもご相談下
さい）。
日時：7月2日（土） 13：30〜15：30
場所：立川市総合福祉センター １階
リハビリルームにて
申込み・問合わせ：市民活動センターたちかわ
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■都立村山養護学校

心身障害児ボランティア講座
バリアフリーという言葉が､少しずつ一般的に
なってきていますが､私どもも､本校に通う障害の
ある子どもたちが生きやすい世の中になって欲し
いと切に願っております｡講座では、本校の児童･
生徒とふれあう活動を多く盛り込み､まず､障害の
ある子ども達を知ってもらいたいと思います｡
日時と内容：
7月2日(土)9：30〜12：30 開校式「養護学校と
養護学校の子どもたちについて知る」
7月9日(土)9：30〜12：30「介助の基本技術を学
ぶ その１」
7月16日(土)9：30〜12：30「障害のある子ども
のコミュニケーションについて学ぶ」
7月24日(日)14：30〜17：30「実習 夏祭りを楽
しもう。」
7月30日(土)9：30〜12：30「介助の基本技術を
学ぶ その２」
場所：都立村山養護学校（武蔵村山市学園4-8）
参加費：1000円(ボランティア保険代500円含む)
＊ただし､高校生以下､障害者手帳手帳をお持ちの
方は500円｡原則､中学生以下は保護者同伴。
TEL：042-564-2781
定員：30名（申し込み多数の場合抽選）
■市民活動支援ってな〜に？
〜多摩地域の支援センターの現場から〜

“市民活動 (NPO) 支援センター”という名称を
持つ施設が増えています｡公民館やボランティア
センターなどとの違いは何なのか?どういう機能
を持っているのか?誰がどのように運営している
のか?実際に市民活動支援の現場に携わっている

方々からお話を伺います｡多摩地域の市民活動に
かかわるさまざまな団体や個人の連携や､団体と
行政の協働により何ができるのか､支援センター
をどう活用していけるのかを一緒に考えません
か｡
日時：7月9日(土)13：30〜16：30
(交流会17：00〜18：00)
場所：国分寺労政会館
(JR･西武線 国分寺駅南口下車5分)
内容：調査の報告とシンポジウム
参加費：500円(終了後交流会1,000円)
保育あり：要申込
(7月7日〆切TEL：042-301-8199ひ･ろ･こらぼ)
問合せ：
◇市民活動サポートセンター･アンティ多摩
TEL/FAX：042-540-1663
e-mail：antytama@mx15.freecom.ne.jp
◇ひ･ろ･こらぼ
TEL：042-301-8199 FAX：042-301-8198
e-mail：copig@jcom.home.ne.jp
URL：http://members.jcom,home.ne.jp/copig/
■「西洋絵画の読み方・楽しみ方」

〜ルネサンス絵画への招待〜
NHKで美術番組を制作してきた講師が、豊富
なスライドを駆使し西洋絵画の内「ルネサンス
期」の代表的な名画を取り上げ、その魅力や時代
背景、画家の人間像などを立体的に紹介し、「絵
の読み方」について理解を深めます。
講師：斉藤陽一（美術史研究家）
日時：7月9日(土) 14：00〜16：00
会場：至誠キートスホーム1階 (立川市幸町4-14-4)
対象：一般市民
問い合せ：至誠キートスホーム
TEL：042-538-2323 FAX：042-538-2324
E-mail：shisei-kiitos@shisei.or.jp
HP：http://www.shisei.or.jp/
■白梅大学子ども学部開設記念講演会｢子どもの未

来のために保育・学校教育のいまとあした｣
白梅学園大学子供学部の開学を記念して､乳幼
児保育・小学校教育､および心のケアの現在と今
後を展望する会を開催します｡乳幼児保育や小学
校教育に関わる保育者・教師､行政の方々､さらに
は一般の保育・学校教育へ深い関心をお持ちの
方々に､改めて保育・学校教育の本質に立ち戻る
ところから､現在の動向をとらえる基本的な考え
方を提示させていただきます｡多くのご関係のみ
なさまのご出席をお待ちしております｡奮ってご
参加ください｡
日時：7月10日(日)13：30〜17：00(13：00開場)
場所：パレスホテル立川 4Fローズルーム

内容：｢小学校教育の動向と今後のあり方｣
(無藤 隆
白梅学園大学学長)
｢保育と子育て支援の動向と今後のあり方｣
(汐見 稔幸 東京大学大学院教授)
｢保育と学校の心理臨床のあり方｣
(跡見学園女子大学文学部教授)
参加費：無料
問合せ・申込み先：企画調整室
〒187-8570 東京都小平市小川町1-830
TEL：042-346-5639 FAX：042-346-5652
http://www.shiraume.ac.jp/daigaku/
■家族介護教室

｢自分に合った食事を知ろう｣
管理栄養士を講師に迎えて､楽しいゲームを交
えて個別にアドバイスをもらいます｡栄養バラン
スのよい食事で夏を乗り切りましょう｡
日時：7月14日(木)10：00〜12：00
場所：羽衣ワークセンター学習室
参加費：無料
定員：20名(申込順)
申込･問合せ：
羽衣在宅介護支援センター
TEL：042-523-5612 (担当：谷崎・浜田)
■｢子どもと向き合う｣

―プレイパークとチャイルドラインの活動から―
子どもは社会を映す鏡です｡未成熟で､表現する
ことがうまくできない子どもは､弱い立場にあり､
世の中の問題点のしわ寄せを受けるからです｡
天野さんは､長年､｢冒険遊び場づくり｣や｢電話
で子どもの話を聞く｣活動の中で､子どもの本音と
付き合い､子どもとともに歩んできた方です｡子育
て中の方も､そうでない方も､元気がでる学習会で
す｡
日時：7月25日(月)19：00〜21：00
場所：アイム5F 第3学習室
参加費：500円
問合せ：チャイルドラインたちかわ
080-5524-4601(代表：北原祥子)
■都立学校

公開講座

ボランティア養成講座（初級）のお知らせ
「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？この講座では、知的障
害や障害児教育についての理解を深める講義と実
際に接する機会を通して体験できる活動を計画し
ています。
日時：
8月24日(水) 9：00〜12：00
8月25日(木) 9：00〜13：00 14：00〜17：00
9月10日(土) 9：00〜12：00 14：00〜16：00

場所：都立武蔵台養護学校
対象：高校生以上の都民の方
参加費：2000円（高校生は無料）
締切：7月25日(月)
申し込み：ハガキまたはFAXで､住所、氏名、年
齢、電話番号と「ボランティア養成講座希望」を
記入の上、下記の連絡先まで
〒183-0042 府中市武蔵台2-8-28
都立武蔵台養護学校 佐々木宛
問い合せ：都立武蔵台養護学校 佐々木
TEL：042-576-7491 FAX：042-576-7526
■老いてなお、自分らしく輝いて

「生きる｣ｉｎ立川
家族や隣人とのふれあいが希薄となった現代 ―
これからの地域社会のあり方を考えていく上で、
今、注目を集める江戸時代にスッポトをあてて、地
域づくりの大切さを学びます。
◇第１部 ☆落語とトーク・ショー
「生活と福祉比較考
〜江戸時代の庶民生活に見るふれあい、助け合い
〜」出演者 ：竹内 誠氏（江戸東京博物館館長）
：三遊亭 竜楽氏
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：髙嶋 秀武氏（元ﾆｯﾎﾟﾝ放送ｱﾅｳﾝｻｰ）
総合司会 ：永井 邦子（ﾌﾘｰｱﾅｳﾝｻｰ）
◇第２部 ☆映画上映 「母のいる場所」
日時：平成17年9月17日（土）12：30〜17：00
場所：東京都立多摩社会教育会館
参加費：無料
その他：申し込み締め切り 8月25日
（多数の場合 抽選となります）
申込・問合せ：財団法人 さわやか福祉財団
フォーラム開催担当
TEL：03-5470-7751 FAX：03-5470-7755

■テニスのレッスン

立川市テニス向上委員会では主婦と子ども達
（７歳くらいから）を対象としたレッスン、初心
者向けのレッスンを行っています。貸し出しラ
ケットもありますのでお申込みの際ご相談下さ
い。
場所：泉町コート
費用：1回1家族500円
父母両方参加は1000円 独身者1000円
申し込み問い合わせ、080-1131-8917 うえきま
で。
メールの問い合わせ j_ueki2003@yahoo.co.jp
日時：不定期の為、立川市テニス向上委員会の
ホームページを参照下さい。電話やメールで問い
合わせください。
http://circle.excite.co.jp/club.asp?cid=i0301266
■｢フリー＊ルームことこと」が

大きくなったよ！
①｢ことことポット｣平成17年度地域子ども教室推進事業
ことことポットは毎週水･木午後3時から5時まで
幼稚園から小学6年生までの子どもがのんびり遊ぶ
ところです。本やおもちゃ､大きいテーブルがあり､
宿題､おしゃべり､昼寝もO.Kです。
②「ことことドロップ」月・火 10:30〜12:30
地域の子育て支援の場として開設日が増えまし
た｡月曜日はミニコミ誌発行をめざしてお母さん達
が集まっています｡火曜日はフリーです｡何かを始め
たいママ､何かを探しているママ､是非のぞいてみて
ください｡
※「のんびりあそぼ」は通常通り開設しています｡
(水10:30〜12:30／木13:00〜15:00)
問合せ：フリー*ルームことこと
立川市 柴崎町 2-10-16 東号
TEL/FAX：042-526-7432

■若年者就労支援受託事業

仕事探しの第一歩｡自分スタイルの仕事を見つけよう

ＪＯＢ

ＳＴＡＴＩＯＮたちかわ

やりたい仕事を見つけたい､自分の適職を知りたい､就労への第一歩を踏み出したい､さまざまな世代と
ふれあいたい､ともにがんばる仲間を作りたい･･･｢ジョブステーションたちかわ｣では､そんな若者のため
にさまざまなサービスを提供していきます｡
2005年 7月
場所：立川市女性総合センター
A−アイム第1学習室(5F)
｢アイム｣内 (立川市曙町2-36-2)
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
B−アイム第2学習室(5F)
時間：13：00〜17：00
1
2
C−アイム会議室(5F)
立川市窓口：
3
4
5
6 A 7 B 8 B 9 A ★就活セミナー★し
産業文化部産業振興課商工振興課係
TEL：042-523-2111(内線537/神宮)
10
11
12
13 A 14 B 15 B 16 B ごと・職業人フォー
問合せ：NPO法人｢育て上げ｣ネット
ラム★キャリアコン
18
19
20 C 21
22 C 23 C
TEL：042-527-6051FAX：042-548-1368 17
サルティング★参
H P：http://www.sodateage.net
24
25
26
27 C 28 C 29 C 30 C 加･体験プログラム
E-mail：mpnet@zak.att.ne.jp
★パソコン開放
31
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ひと・モノ・募集

■「駅ボランティア」募集！

（多摩都市モノレール㈱より）
すべてのお客様が快適に駅をご利用頂けるよ
う、ご案内や介助などをしていただくボランティ
アを募集しております。詳細につきましては、駅備
え付けのチラシをご覧いただくか下記までお問合
せください。
応募期間：６月１７日（金）〜７月１５日（金）
体験会：７月２７日(水)、２９日(金)、８月も予定
※3回の内いずれか１回にご参加下さい。
1回の体験会は半日程度を予定。
問合せ：
多摩都市モノレール株式会社 総務部総務課
TEL：０４２−５２６−７８００（土日祝除）

●

●

●

■おばあちゃんの好きな方、

ボランティアに来てくれませんか？
おばあちゃん達に簡単な折り紙､工作等教えて
くれませんか｡また､簡単な楽器を使った音楽､歌
など､一緒に楽しめるものもうれしいです｡現在7
名のおばあちゃん達が暮らしています｡非日常な
時 間 が 持 て た ら い い な と 思 っ て い ま す｡ボ ラ ン
ティアの内容は､簡単なことなら何でもO.Kです｡
よろしくお願いします｡一度遊びにいらして下さ
い｡様子をご覧になり決めて下さい｡
日時：1週間に1度､午後13：30〜15：00頃まで
曜日は都合の良い曜日で結構です。
場所：グループホーム立川富士見町の家
(立川市富士見町7-30-15)
問合せ：TEL 042-528-7212
FAX 042-528-7213 (担当：明石)

■「プレーパークを知ろう！」

プレーパークについてどんな場所なのか親も
知ってみませんか？参加費は無料です。
講 師：田中守さん
（立川プレーパークを考える会）
日 時：７月14日（木）10：30〜
受付は9：30〜10：00）
場 所：幸公民館１Ｆ第１学習室
申し込み：042-537-5965 市原まで
お名前と連絡先をＦＡＸにてお知らせ頂いて、
予約とします。キャンセルもご連絡をお願い致し
ます｡

■介護老人保健施設わかば、

ボランティア募集
囲碁・将棋を一緒にして下さる方
入所の利用者さんと一緒に囲碁、将棋をして下
さる方を探しています。曜日、時間は相談します。
シーツ交換のお手伝いをしてくださる方
療養棟のベッドのシーツ交換のお手伝いをして
下さる方を探しています。
日時：毎週火曜日、金曜日 午前10時〜11時半頃
散歩を一緒にして下さるグループ
入所の利用者さんと近隣を一緒に散歩して下さ
る、4〜5名位のグループの方を探しています。初め
ての方にはご指導します。曜日、時間は相談しま
す。
申込み・問い合せ：立川老人保健施設わかば(岩野)
TEL 042-538-0871 FAX 042-538-0881
住所：立川市若葉町3-45-2

■傾聴ボランティア

募集

デイサービス サラでは今年度､新たな取り組
みとして､利用者さんのお話に耳を傾け､今までの
人生の様々な事を思い出しつつ､自由にお話して
いただき少しずつ書き留めることによって自分史
を作るお手伝いをしていきたいと考えています｡
｢お話を聞くのが大好き｣そんなあなたのお手伝
いを待っています｡
日時：月1回〜2回 火曜日
10：30〜又は13：30〜(1時間ほど)
場所：デイサービス サラ
申込・問合せ：
デイサービス サラ(担当：小林)
TEL：042-535-4780 FAX：042-538-5585

■アミューたちかわ「ムーサ」の

音訳・点訳版が試作されました。
点字とカセットテープによる「ムーサ」が立川点字
サークルと朗読サークル「こえ」によって、試行的に
発行されます。当センターも、この試行に広報の面で
参画しております。視覚障害者への情報提供を拡大
する機会になればと思います。利用をご希望の方は
是非ご一報下さい。
連絡先：０４２−５２６−１３１１
「点字・テープ」ムーサ係（立川市地域文化振興財団）

●

●

●

助成情報

●

●

●

助成情報は下記のホームページなどもご参考に・・・
東京ボランティア市民活動センター
ＵＲＬ http://www.tvac.or.jp
シーズ=市民活動を支える制度をつくる会
ＵＲＬ http://www.npoweb.jp/
■第４回

■松翁会

マイクロソフトＮＰＯ支援プログラム
助成対象：
「IT の 活 用」に 重点 を お いた プ ロ ジ ェ ク ト
で、以下のテーマのうちいずれか、もしくは両
方に当てはまるものを分野にかかわりなく対象
としています。
① ｢人々の可能性を最大限に引き出す｣活動
（応募団体や受益者の可能性を広げ、豊かな夢
のある生活をもたらす活動 ）②「社会的課題の
解決をめざす」活動（住みよい社会を実現した
り、さまざまな社会的課題を解決する活動）
助成対象団体：
① 日本国内に活動拠点を持ち、日本国内で活動
するNPO（法人格の有無や種類は問いません）
② 法人格を有する場合には活動年数は問わな
い。ただし、法人格を持たない団体は2年以上の
活動実績が必要
③ 基本的なITの使用が可能なこと
申込方法：第4回マイクロソフトNPO支援プログ
ラム公式サイトから応募用紙をダウンロード
し、所定の事項を記入の上、電子メールアドレ
スで送信。
応募期間：6月１日（水)〜7月20日(水)まで
申込・問合せ先：応募用紙の提出、お問い合せ
は電子メールのみに限らせていただきます。
E-mail：jpnpo4@microsoft.com
http://www.microsoft.com/japan/npo
■財団法人

ユニベール財団

市民活動助成

助成の対象：
1.高齢者が活動する市民活動団体
2.高齢者の医療・保健・福祉、まちづくり等、
高齢者を対象とする市民活動を行う団体
助成金の使途： 市民活動、または催し物等の事
業に直接要する諸経費
応募方法 ：
当財団所定の申請書に必要事項を記入の上、当
財団あてにご送付ください。なお、ご提出いた
だいた申請書はご返却いたしかねます。
応募締切日：平成17年7月31日（必着）
申請書類送付先：
財団法人 ユニベール財団
〒160-0004 新宿区四谷2-14-8 YPCビル 5階
Tel.03-3350-9002 Fax.03-3350-9008
http://www.univers.or.jp/univers.html

社会福祉助成金

1. 助成対象
(1) 事業助成：原則として法人施設、団体であ
ること。ただし、法人格をもたないものであっ
ても、特に助成することにより効果が期待でき
る場合は対象とすることもあるが、個人は除
く。(例)小規模作業所／親の会など
(2)研究助成：法人施設･団体又は研究グループ
2. 助成対象案件
(1) 社会福祉の向上を目的とした企画
(2) 当該案件が公の援助を受けていないこと
(3) 明確な企画であること
(4) 先駆的､開拓的事業を優先する
申込方法： 所定の申込用紙に必要事項を記入
のうえ､必要書類等を添付し､当財団に申し込み
をしてください。
申込締切：7月末日(助成実施時期10月以降)
申込･問合せ先：
財団法人 松翁会 本部事務局 助成係
〒100-0004 千代田区大手町1丁目5番4号
大手町フィナンシャルセンター3階
TEL: 03-3201-3225
http://www5.ocn.ne.jp/~shouoh/
■みずほ福祉助成財団

平成17年度社会福祉助成金
助成対象：法人施設､団体､共同作業所又は研
究グループとし個人は除きます。
【対象事業】心身障害 (児) 者､精神障害者に関
する事業及び研究で先駆的･開拓的事業を優先
します｡
申込方法：申込書請求は､当財団へ葉書あるい
はFAXで請求して下さい｡又､ホームページより
ダウンロードできます｡申込書は財団法人みず
ほ福祉助成財団事務局へ直接送付して下さい｡
【次の資料を添付】
団体に関する資料《定款･運用規則等､事業計画
書､予算書･決算書､授産会計､役員名簿､団体資
料 (案内書等)》申請案件に関する資料《見積
書､カタログ､図面､その他必要書類》
申込締切：7月末日(当日消印有効)
申込・問合せ先：
財団法人 みずほ福祉助成財団事務局
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-4
TEL: 03-3201-2442 FAX: 03-5252-8660
E-mail: BOL00683@nifty.com
http://homepage3.nifty.com/mizuhofukushi

市民活動センターたちかわ

より

☆夏！体験ボランティアに参加してみませんか？
夏！体験ボランティアって？
夏！体験ボランティアとは、７月、８月の夏休みを利用
して、ボランティア活動に参加する体験プログラムです。
■どんなことが出来るの？
老人ホームで
お年寄りとおしゃべり、 活動のお手伝い、お部屋の掃
除を手伝う
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
保育園や子ども達が利用する施設で
子どもとふれあう、一緒に遊んだおもちゃを洗う、プール
の掃除を手伝う
この他にも、地域の畑のお手伝いなど様々なプログラ
ムがございます。ご興味を持っていただいたなら、先ずは
活動先一覧をご覧ください。
■参加対象
市内または近隣に在住・在勤・在学の中学生以上の方。
施設・団体によっては小学生の受け入れも行っております。
■参加費
５００円（資料代など）

■参加方法
１．「活動先一覧」を受け取る ６月１７日（金）〜
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、１４０円切手を同封の
上、住所・氏名・年齢を明記して「市民活動センターたち
かわ」に資料請求してください。
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
入ください。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月２２日（水）〜７月７日（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ください。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月８日（金）もしくは９日（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）に参加してください。
＊わからないことがある場合は、お気軽に市民活動セン

■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17年7月14日(木) 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）
■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ご連絡ください。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
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
連絡先 ： Tel.042-529-8323 Fax.042-529-8714 Ｅｍａｉｌ aiaivc@whi.m-net.ne.jp
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。
ホームページ URL ： http://act.annex-tachikawa.com/
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。

