
あいあい通信 ６ 

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掲載しています。掲載されている情報に関して

は直接団体へお問合せください。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。掲載ご希望の方は市民活

動センターたちかわまでご連絡ください。 

●    ●    ●   イベント・講習・講座   ●    ●    ● 

■「2006年こどもたちの健やかな成長を祝うガーデンパーティー」 
 

日 時：平成18年5月7日（日）10:00～14:30（雨天時は内容を変更して実施） 
場 所：児童養護施設 至誠学園 園庭など（立川市錦町6-26-15） 
参加費：無料 

内 容：毎年、こどもたちの健やかな成長を願い、参加したみんなが明るい笑顔で元気に過ごせるよう開 

    催しいているイベントです。児童福祉週間の一環として至誠学園が行っております。今年は「み 

    んな集まれ！世界の笑顔をプロデュース」をテーマに、ボランティアの皆さんが中心となって､ 

    ゲーム･工作コーナー､ステージアトラクション、マーチングバンド、チアリーディングなどの楽 

    しいプログラムのほか、子育て相談コーナーや学園紹介コーナーも企画しています。おいしいお 

    食事やスナック類も用意しておりますので、ご家族やご近所でお誘い合せの上、ぜひ遊びに来て 

    ください。 

問合せ：至誠学園 ガーデンパーティー事務局 

    042-524-2601／Fax：042-524-2367 

■2級ホームヘルパー養成講座受講生募集中!! 
 

 2級ホームヘルパー（訪問介護員養成研修2級課程）の資格とは、在宅で日常生活の援助を必要とする方に
サービスを提供するための資格です。どなたでも受講可能ですので、是非お申し込み下さい。 

日 時：①平成18年  5月29日(月)開講～  7月30日(日)修了式（月火水木金コース） 
     ※締切り：平成18年  5月22日(月) 17:00まで 
    ②平成18年  6月27日(火)開講～  9月17日(日)修了式（火・木・土コース） 
     ※締切り：平成18年  6月20日(火) 17:00まで 
    ③平成18年  9月18日(月)開講～11月19日(日)修了式（月火水木金コース） 
     ※締切り：平成18年  9月11日(月) 17:00まで 
    ④平成18年10月19日(火)開講～  1月  7日(日)修了式（火・木・土コース） 
     ※締切り：平成18年10月12日(木) 17:00まで 
講 義：やわらぎ・にんじん協議会 研修センター（ＪＲ立川駅から徒歩5分） 
実 習：立川市、日野市、国分寺市等 

費 用：56,800円(受講料 50,000円、テキスト代  6,800円) 
その他：最寄りの事業所まで「講習の案内」を受け取りにお越しになり、申込み用紙に必要事項をご記入 

    の上ご提出ください。申込み多数の場合は、抽選となります。 
申込み：特定非営利活動法人 ケア・センターやわらぎ 本部 
    立川市錦町2-3-1 後藤ハイツ1階 
    042-523-3552／Fax：042-523-7077 担当：寺脇、小松 
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●    ●    ●   ひと・モノ・募集 ●    ●    ● 

■わいわいボランティア募集!! 
内 容：利用者の身辺介助とコミュニケーション、喫茶コーナーでの接客、片付け等 

    旅行、映画スポーツ観戦、グルメ探訪、カラオケなどご一緒に！ 

日 時：ボランティアさんのご都合に合せますが定期的にできる方。詳細は応相談。 

場 所：立川市中央公民館内 喫茶コーナーたんぽぽ他 

その他：性別、年齢は不問です。 

問合せ：立川市柴崎町1-1-43 立川市中央公民館内 042-524-2005（山形まで） 

■「おもちゃ図書館キートス」ボランティア募集！！ 
 「おもちゃ図書館キートス」開館日に、お年寄りや子ども達と一緒に遊んだり、おもちゃの片付けなど

手伝ってくださるボランティアを募集しています。 

問合せ：至誠キートスホーム ボランティア担当：西原、渡辺 

    042-538-2323 
    おもちゃの図書館全国連絡会事務局 担当：斉藤 

    03-5565-0823 ※夜間は 042-524-3599 

■「立川福祉作業所」作業ボランティアなど募集！！ 
 立川福祉作業所は知的障害者の方が通所する授産施設です。4月1日より東京都から移譲を受け、社会福祉法
人恩賜財団東京都同胞授護会による運営がスタートしました。現在、様々なボランティアを募集しています。 

日 時：年末年始他特定日を除き年中無休で支援を行っています。 

    （クラブ活動は毎週土・日曜日の午前中に活動） 

場 所：立川市柴崎町3-13-11 
内 容：利用者の方々と作業（手間加工･製パン等）を手伝っていただける方。 

    手芸・料理・パソコン･音楽･園芸・ダンス・人工芝の球技場で行う各種スポーツ等のクラブ活動の指 

    導をしていただける方。 

その他：年齢制限はありません。 

問合せ： 042-527-2721 

■『平成18年度ボランティア講座』受講者募集!! 
日 時：平成18年  6月8日、15日、22日、29日 13:30～15:30(毎週木曜日・全4回) 
場 所：至誠キートスホーム 

参加者：福祉活動に関心のある方 

定 員：30名 
参加費：無料 

内 容：①「講演」 講師：至誠キートスホーム園長 大村洋永 

    ②「介護技術学習」～車椅子の操作・食事介助 

    ③「体験学習」～各フロアーでのボランティア活動 

    ④「体験学習」～各フロアーでのボランティア活動 ※③④の活動日はご希望に応じます。 

目 的：生涯学習を視点として､広くボランティアを育成し地域及び福祉施設でのボランティア活動に 

    結びつける。 

主 催：社会福祉法人至誠学舎立川 至誠キートスホーム 

後 援：立川市社会福祉協議会（予定）ほか 

締切り：平成18年  5月31日(水) 
問合せ：至誠キートスホームボランティア担当 西原恵子 

    〒190-0002 立川市幸町4-14-1 042-538-2323 Fax：042-538-2324 
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○何で登録をするの？ 
市民活動センターたちかわでは、ボランティアや各種講座、市民活動団体の活動などの「情報を知

りたい人」「参加したい人」「届けたい人」そんな人達のお手伝いをさせていただいております。市

民活動に携わる人を応援したい、それによって、市民活動の広がりや、市民文化の土壌をつくってい

きたい、と考えています。お手伝いの一つとしてセンターの団体登録制度を設けています。 

○登録したらどんな良いことがあるの？ 
 団体登録をしていただくことにより、登録団体の紹介冊子やホームページなど様々な媒体での情

報公開のお手伝いや、人と人をつなぐお手伝い、電話やFAX、メールなどを活用した鮮度の高い情報

のやり取りなど、様々なかたちでご一緒させていただきます。団体登録いただくメリットは以下の通

りです。 

 ①学習等供用施設が無料で借りられる。 

  （但し、利用できる団体の構成員は８名以上、団体構成員総数の１／４が市内在住者） 

 ②印刷機使用料が安くなる（大量印刷の場合）。 

 ③ボランティアルームの使用が3ヶ月前の前日から予約できる。 

 ④当センターHPに団体の紹介を載せることができる。 

 ⑤登録団体の一覧の冊子に団体の紹介を載せることが出来る。 

 ⑤当センター助成事業に申請することができる。 

○登録するための条件は？ 
 登録できる団体の要件は、5人以上の会員などで構成されている公益性のある開かれた活動を行な

う非営利団体で、次に該当する団体を言います。 

 ①市内に活動拠点が設置されている団体 

 ②立川市民を主たる対象に活動をする団体 

 ③立川市のまちづくりの推進に寄与する団体 

 政治または宗教的活動を主たる目的とする団体や公共の福祉に反する活動を行なう団体は対象と

なりません。 

 また、団体の活動が、仲間内の「閉じた」活動ではなく、公益的に、社会的な課題に取り組む活動

であることを条件としています。会則の作成の仕方などが分からない場合は、センターにご相談下さ

い。一緒に考えながらお手伝いさせて頂きます。 

 また、以前より、1年ごとの更新は事務的な負担が大きいというご意見を頂いていました。その点

を改善し、今年度より2年ごとの更新へと改善しました。いつ登録されても、次回の更新は平成20年

4月1日です。ご不明の点や詳細についてはセンターにご一報頂ければ幸です。ご検討、宜しくお願い

致します。 

 

■市民活動センターたちかわに団体登録しませんか？ 

 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。(１団体１時間以内） 

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。 

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 

申込み：市民活動センターたちかわ 

■NPO・ボランティアのための団体運営ノウハウ相談 
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◆このページに関するお問合せは･･･ 

 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： 042-529-8323  Fax  : 042-529-8714 
      E-mail : aiaivc@whi.m-net.ne.jp 
  開所日・時間：（月）～（金) 8 ： 30 ～ 19 ： 00 
         （土) 8 ： 30 ～ 17 ： 15 ※日・祝祭日はお休みで
す 

06-初夏 

 
   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。 

■支えあいの地域づくり ～小中学生もゴミ出しボランティア～ 
＜通学途中にゴミ出しのお手伝い＞  

 地域には、朝のゴミ出しが困難な方がいらっ

しゃいます。その数分のためにヘルパーが派遣さ

れなければならない状況も発生しています。 

 そこでゴミ出しのボランティアを依頼したとこ

ろ、何人かの小中学生が引き受けてくれて、登校

中に、夏休みも含めて活動をしています。 

＜地域が連携して＞ 
 この子ども達の活動は複数の人や機関によって

支えられています。子どもに活動の機会を提供し

ている地域の高齢者、その方がサービスを利用し

ているにんじんの会在宅介護支援センター職員、

子ども達の親御さん、小中学校の先生、本セン

ター職員などです。はじめは連絡不足などもあり

ましたが、お互いに力を持ち寄り、安定した活動

が定着してきました。 

＜「役に立ててよかった」＞ 

 先日、活動に登録している生徒さんが数名いる

小学校で、年度末の小さな「まとめの会」を開

き、感謝を伝えました。在宅介護支援センターの

職員から、とても助かったこと、利用者の方も喜

んでいること等を伝えました。子ども達に感想を

聞くと「こういうことでも喜んでもらえることが

分かった」、「初めは忘れることもあったけど、

今は大丈夫」、「中学校に行っても続けたい」と

いう言葉も返ってきました。 

 市内全体から見ればまだ少ない例ですが、丁寧

に子ども達と関わりながら地域を作っていきたい

と考えています。 
 

「やってみてどう

だった？これからは

どうする？」  に

んじんの会在宅介護

支援センター職員と

子ども達で、まとめ

の会  

この後記念撮影も。 

■ボランティア保険加入・行事保険補償内容の変更について 
 平成18年度のボランティア保険加入手続きをお
受けしています。 

 ボランティア保険は17年度と、保険料・保障内
容共に変更ありません。この保険は加入された翌日

から平成19年3月31日まで有効です。 
 活動の内容・事故の状況によっては保障されない

ものもありますので、ご注意下さい。 

＜傷害事故で保障されない例＞ 

①「ボランティア活動中に貧血でたおれて顔面に傷

を負った」→病気に起因するケガのため。 

②「慢性膝関節炎の持病があったが、活動中にひざ

を痛めて歩けないくらいにはれてしまった」→既往

症の発症のため。 

③「活動中腰を屈めていたら、腰痛になった。」 

→突然性、偶然性が無いため。また、腰痛は他覚所

見が無いため。靴擦れなども同様。 

＜賠償事故でお支払いできない例＞ 

①「活動先に行く途中、車を運転していて第三者に

ぶつけてしまいケガをさせた」→車に起因する事故

のため。（自分の怪我などは傷害保険が適用され

ることがあります） 

②「活動中に転んで自分のめがねが破損した。」 

→本人の所有物のため。 

＜行事保険の変更＞ 

①掛け金の変更・・Ａプラン（賠償有）のｂ行

事、ｃ行事がそれぞれ133円と260円に変更。Ｂプ
ラン（賠償有）のｂ行事、ｃ行事がそれぞれ239円
と474円に変更。 
②保険金額の変更・・死亡保証金がＡプランは

467,6万円だったものを378,5万円に変更。Ｂプラ
ンは933,4万円だったものを832,5万円に変更。 
＜加入に際してのお願い＞ 

 この保険が皆さんの活動内容と合致しているも

のかをご確認下さい。また、団体で加入手続きを

される場合、必ず会員さんに保険の内容について

時間をとって確認するようにすることをお勧めし

ます。 



 

●    ●    ●   イベント・講習・講座   ●    ●    ● 

◆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 
  【E-mail】aiaivc@whi.m-net.ne.jp 【URL】http://act.annex-tachikawa.com/  
◆開所日・時間◆ 
  月～金曜日 8： 30 ～ 19： 00  土曜日   8： 30 ～ 17： 15  ※日曜日・祝祭日はお休みです。 

■2006 Ｊｏｂ Ｓｔａｔｉｏｎ たちかわ  
  Ｏｐｅｎｉｎｇ Ｆｏｒｕｍ  ～仕事／結婚／家族～  ほうっておけない、わが子の未来 

 
ジョブテーションたちかわ2006は、他者との関わりに不安を抱える、自分らしい働き方を模索している

若者などに向けた立川市の就業支援事業です。 
 しかしながら、実際に悩み、苦しんでいるのは若者だけではありません。保護者もまた、わが子の仕事／

自立／結婚に不安を抱えているのではないでしょうか。オープニングフォーラムでは、保護者がわが子の自

立に対して何ができるのか、何をすべきなのかを識者、支援者、若者自身を交えて考えていきます。また、

事業期間中には、わが子との向き合い方を座学やワークを通じて学ぶ「親ゼミナール」、保護者のための｢親

相談」を行います。わが子の働きを見守るだけでなく、保護者も積極的に行動してみませんか。この事業は、

そのような保護者を応援していきます。 
 
 日 時：7月2日(日) 
 定 員：60名（予約者優先） 
 参加費：無料 
 会 場：アレアレア（東京都立川市柴崎町3-6-2） 
 内 容： 
 フォーラムⅠ 基調講演…『ニート・フリーターと学力』と自立 
             平塚 眞樹氏（法政大学社会学部教授） 
 フォーラムⅡ パネルディスカッション…「若者と仕事・結婚・家族のあり方」 
             板本 洋子氏（日本青年会館結婚相談所所長） 
             岩井 貴裕氏（ニート経験者/学童保育指導員） 
             石山 義典（NPO法人「育て上げ」ネット事務局長） 
 フォーラムⅢ ジョブステーションたちかわ2006事業説明 
             責任者 古賀 和香子／相談担当 澤本 和重 
 
 昨年度の事業（特に保護者向け）には、定員を遥かに超える保護者の方々が参加を希望されたため、講座

受講ができない方が多く出てしまいました。今年度は、混乱を避けるため、このフォーラムに参加を希望さ

れる方々に対して、優先的に講座への事前予約ができるようにしております。 
※フォーラムに参加されなくても、講座の受講は可能です。事務局までお問合せ下さい。 
 
 問合せ：NPO法人「育て上げ」ネット（〒190-0011 立川市高松町2-9-22 生活館ビル3F） 
     042-527-6051  Fax：042-548-1368 
     E-mail：mpnet@zak.att.ne.jp  URL：http://www.sodateage.net 

後
着
情
報 

 

交 通：JR立川駅南口下車 
多摩都市モノレール立川南駅下車 

    各駅とはペデストリアンデッキで直結 
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■夏！体験ボランティアとは 

 夏！体験ボランティアとは、7月から8月の夏休みの間、ボランティア活動に参加する体験プログラムで

す。老人ホームで、お年寄りとおしゃべりや納涼祭の手伝い。障害のある人と、昼ごはんをつくって食べ

たり、歌やレクリエーションを楽しんだり。保育園や子ども達が利用する施設で、子ども達と一緒に遊ん

だり、おもちゃのお片付けをしたり。様々なプログラムを用意しております。興味を持っていただけたな

ら、先ずは活動先一覧をご覧ください。 

■参加対象と参加費 

 市内または近隣に在住・在勤・在学の中学生以上の方。一部、小学生の受け入れも行っております。 

 参加費は500円（資料代など）です。 

■参加方法 

1．「活動先一覧」を受け取る 6月16日(金）より配布中 

 市民活動センターたちかわ窓口、伊勢丹６階あいあいステーションにご来所いただくか、140円切手を同封の

うえ、住所・氏名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19日(月)～7月6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。ご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と事前説明会  

 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）に参加して下さい。オリエンテーションは7月7日(金)か8日(土)のどちらかに参加いただきます。 

 

 ご不明な点があれば、お気軽に市民活動センターたちかわにお声かけください。申込み期間終了後も個別ご相

談を受けさせていただきますので是非ご連絡ください。また、夏！体験ボランティアのプログラム以外にも様々

な活動がございます（例：緑のボランティア）。ご興味がある方は是非ご連絡ください。 

■多文化共生情報ネットワークの構築事業に参加しませんか？ 
 たちかわ多文化共生センター（ＴＭＣ）では今年4月より，トヨタ財団の助成金（140万円）を受け
て、「多摩地域における多文化共生の情報ネットワークづくり」プロジェクトを始めました。このプロ

ジェクトは、IT技術を駆使し、様々な多文化共生推進活動を拡大していくことを目的としています。現
在、共同作業者を募集しています。パソコンが得意の方、または、なじみのない方でも生活情報の収集な

ど比較的簡単な作業もありますので、お気軽にご参加いただくようお願いいたします。 

 

 日 時：随時 
 場 所：未定 ※詳しくはお問合せください。 
 問合せ：NPO法人 たちかわ多文化共生センター（TMC） 事務局 
     〒 190-0012 立川市曙町 2-36-2 立川市女性総合センター 5階 
    ＆Fax：042-527-0310  E-mail : tmc@poppy.ocn.ne.jp 

■不登校の子を持つ保護者のための講演会 
 テーマ：『コミュニケーションの育ち 

         ～不登校になった自閉症児とのかかわりから～』 

 講 師：西村 章次氏（白梅学園大学教育学部教授） 

 日 時：7月23日(日) 14:00～16:00 
 場 所：女性総合センターアイム 

 その他：定員は30名。参加費無料です。 
 申込み：立川市子ども家庭支援センター 042-528-6871 
 共 催：NPO法人CEP・子どもひろば不登校親子サポートセンター 

“不登校親子サポートセンター”は

不登校の子どもたちと一緒に勉強し

たり、遊んだりして子どもたちが人

間関係能力を身に付け前向きに生き

る自信がもてるようにサポートする

活動を行なっています。 

★☆夏！体験ボランティア2006 参加者募集！☆★ 


