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○夏！体験ボランティア2006 
○たまがわこどもみらい館(仮称) 

 サマーイベントのご案内!! 

○旧多摩川小学校の活用の現状について 

○情報コーナー 

○たちかわ自治基本条例市民研究会 

 参加メンバー募集中 

○市民活動センターたちかわ助成事業 

 後期受付について  
○市民活動センターからのお知らせ！ 
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＜＜＜今月号のもくじ＞＞＞ 

夏！体験ボランティア２００６ 

 今年も夏！体験ボランティアが始まりました。初

めてボランティア活動に参加する人、去年も行った

施設でのプログラムに今年も参加する人、様々な人

達が活動します。 

 ある学生は「出身の保育園で毎年ボランティアさ

せていただいてます。元気一杯の子ども達と遊ぶの

がすごく楽しみ。私のいた時からいる先生にお会い

するのも楽しみです。」と笑顔で話してくださいま

した。 

 立川市社会福祉協議会・身体障害者デイサービス

センター・マンボウの増岡は「夏！体験ボランティ

アでは、中高生を中心に大学生や社会人幅広い年代

の方が参加してくださいますので大変嬉しいです。

普段お会いすることの少ない方と一緒に一日を過ご

すことで、利用者さんも職員も様々な刺激をいただ

きます。普段はご自身の意思を伝えることが億劫に

なってしまっている利用者さんも、ボランティアさ

んと接することで、ご自身の意思を伝える努力をし

てくださいます。ボランティアさんだからこそ、引

き出せる力、笑顔があります。資格や技術なんて必

要有りません。笑顔で挨拶が出来ればいいんです。

是非、遊びに来てください。」と話しました。 

 一旦は締切りましたが、まだ参加できるプログラ

ムはございます。ご興味を持っていただけた方は、

市民活動センターたちかわまでご連絡ください。 

  

申込み：市民活動センターたちかわ窓口 

    ＊必ずご本人がご来所ください 

資 料：市民活動センターたちかわ窓口 

    伊勢丹あいあいステーション 

身体障害者デイサービスの増岡と利用者さん 
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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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 夏！体験ボランティア2006 新着情報  
■社会福祉法人 至誠学舎立川 至誠キートスホーム 
 下記の活動のボランティアを募集しています。そのほかに「ふれあいボランティア」も募集しています。 

 活動場所･･･①～⑤至誠キートスホーム内（立川市幸町4-14-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■マロンキッズ 
 多胎児(双子ちゃん、三つ子ちゃん)のママたちを対象とした子育てサークルです。情報交換や講座などの活動中に、子ど
もと一緒に遊んでくれる方を募集しています。子ども達は元気いっぱい!!積極的に声をかけて遊んでください。 
 活動場所･･･高松公民館 保育室(立川市高松町3-22-5) 
 

 

 

 

■特定非営利活動法人 ケア・センターやわらぎ  

                          やわらぎホーム・立川／やわらぎホーム・西立川 
 立川市を拠点に約20年間高齢者や障害者を対象に「介護はプロに、家族は愛を」を合言葉に活動しています。 

 随時、ボランティアの受け入れも行っています。また、ボランティアの方を中心に演奏会、手品、フラダンス、ヨガなどのイベン

トを定期的に開催しています。「自分の趣味を発表する場がない」「発表したいけど自信がない」「高齢者と交流したい」と

興味をもたれた方は、お気軽にお問合せ下さい。 

 活動場所について・・・①②はやわらぎホーム・立川(立川市錦町2-6-23小川ビル1階) 
 活動場所について・・・③④はやわらぎホーム・西立川(立川市富士見町2-31-23) 

活動内容 日  時 対象年齢 募集人員 

①3階 夏祭り 8月05日(土) 17:00～18:30 応相談 応相談 

②お茶を楽しむ会 8月06日(日) 13:00～16:00 〃 〃 

③映画鑑賞会 8月13日(日) 13:00～16:00 〃 〃 

④おもちゃ図書館 8月20日(日) 13:00～15:00 〃 〃 

⑤音楽の広場(音楽療法) 8月29日(火) 13:00～15:00 〃 〃 

活動内容 日  時 対象年齢 募集人員 

子どもの保育 8月25日(金) 10:00～12:00 応相談 6名 

活動内容 日  時 対象年齢 募集人員 

①イベント開催やレクリエーションの参加 

 落語が得意な方、人見知りで話は得

意ではないが、聞き上手の方など高齢

者と共に楽しめることであれば、分野は

問いません。 

8月01日(火)～8月31日(木) 
17:00～18:30 

小学生以上 男女問わず 

1日5名 

②日常でのお手伝い 

 掃除･洗濯、話し相手など 

8月01日(火)～8月31日(木) 
17:00～18:30 

〃 〃 

③イベント開催やレクリエーションの参加 8月01日(火)～8月31日(木) 
17:00～18:30 

〃 〃 

④日常でのお手伝い 

 買物同行、掃除･洗濯、話し相手など 

8月01日(火)～8月31日(木) 
17:00～18:30 

〃 〃 

▲上記のボランティア活動へ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ください!! 



5月13日･･･プレオープニングイベント（ペットボ
トルロケット作り、プレーパーク、音楽演奏など） 
5月29日･･･運営協議会発足 
6月18・25日、7月9日・30日･･･プレーパーク 
8月5日･･･サマーイベント（プレーパーク、横断幕
ペイント、似顔絵など）  
■今後、運営協議会では、 
 ＊活用に向けたルールづくり 
 ＊年間プログラムの検討・実施などを行っていき 

  ます。 
5)現在の利用状況 
①活用ルールが固まるまでの間は、プレーパークや 

 サマーイベント等の運営協議会のプログラムと 

 暫定開放事業（休日および平日夜間）を調整しな 

 がら利用しています。 
②平日は教育委員会が適応指導教室及び教育サ 

 ポートセンター準備室として使用しています。 
 

問合せ：立川市総合政策部企画政策課  
     ☎523-2111（内線923） 
    市民活動センターたちかわ ☎529-8323 
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旧多摩川小学校の活用の現状について 
 

 平成18年度以降の旧多摩川小学校の活用につい
ては、昨年度開催された市民委員会の提言を踏ま

え、市民と行政の協働により、子どもをキーワード

とする取り組みを中心に事業展開する施設として

位置づけ活用を図っていきます。 

 
1)施設活用のための統一コンセプト 
 市民と行政の協働により、コンセプトである「子

どもを中心にさまざまな人が集い、楽しみ、学びあ

う場」を具現化するための施設として活用します。 
2)施設名称 
 6月25日～7月13日に愛称名の募集を広報で行い
ました。8月5日のサマーイベントでペイントしま
す。 
3)運営協議会 
 施設全体の総合調整組織として、市民と行政によ

り「運営協議会」を設置し、活用に向けたルールづ

くりや18年度に実施するプログラムを検討・実施
していきます。委員17名（公募市民6名、市民委員
6名、市職員5名） 
 今まで3回開催（5月29日、6月17日、7月14日）
しました。これからも月1回程度で開催していきま
す。会議は傍聴できます。開催日は広報でお知らせ

いたします。検討内容は、随時、市役所ホームペー

ジでお知らせいたします。 
http://www.city.tachikawa.tokyo.jp/jp/ 
4)これまでのイベント等 
4月1日･･･オープニングイベント（セレモニー、プ
レーパーク） 

       たまがわこどもみらい館(仮称)  サマーイベントのご案内!! 
 

 日 時：8月5日(土) 10:00～17:00 
 場 所：旧多摩川小学校 (立川市富士見町6-46-1) 
 内 容：10:00～17:00 『プレーパーク(校庭)』 
     10:00～12:00、13:00～15:00 『でっかい絵を描こう(体育館)』 
                   ★新しい愛称をペイントしよう！ 
     10:30～12:00、13:30～14:30 
            『似顔絵アート 黒田晃弘と描く～旧多摩川小跡地100人の顔』 
     15:00～16:00 『黒田さんに教えてもらおう！こころの写し方』 
     ※黒田晃弘さん･･･2005年横浜トリエンナーレ(アート展覧会)に参加。心を描くアーティスト｡ 
 その他：雨の時は屋内だけのイベントになるなど、予定変更の可能性があります。 

     1日を通して遊びに来る場合はお弁当持参。 
     暑さ対策のため、水やタオルをご用意下さい。 

     何歳からでもご参加できます。また、親子での参加、大歓迎です!! 
     当日、お手伝いして下さるボランティアも募集しています。 

 主 催：旧多摩川小学校運営協議会 

 問合せ：立川市企画政策課 042-523-2111(内線923) 



★ボランティア・市民活動団体イベントカレンダー★ 

■立川プレーパーク開催 
 

 はじめて泥んこにさわってみるのも冒険。ロー

プや布で基地を作るのも冒険。受付で『こんにち

は』って言ってみるのも、木登りするのも、シー

トに寝っころがって空をながめるのも、そのまま

うっかり眠ってしまい、気づくと夕方になっ

ちゃってたりするのも冒険。 

 冒険って『やってみたいことをやってみる』こ

とじゃないかな。 

 『やってみたい！』というワクワクを、自分な

りに実現させるには、実はいろんな手順をふまな

きゃいけないし、いろんなことに気をつけなきゃ

ならない。でも、それは当たり前ののことなん

だって思うんです。 

 それが本当に『やってみたい！』ことなら一見

面倒くさそうな準備だってスッゴク楽しい遊びな

んですよね。 

 立川に、こんな遊び場あったらいいなあ～、昔

はあった、こんな遊び場、取り戻したいなあ～、

そんな想いで開園しています 

  

～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   ●   ●   ● 

       ●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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①たまがわこどもみらい館(仮称)で開催!! 
 日 時：8月05日(土)・28日(月) 10:00～17:00 
 場 所：旧多摩川小学校校庭 

     (立川市富士見町6-46-1) 
 主 催：旧多摩川小学校運営協議会／立川市 

 運 営：立川プレーパークを考える会 

 

②九番の森で2日間連続開催!! 
 日 時：8月20日(日)・21日(月) 10:00～16:00 
 場 所：九番の森(立川市幸町) 
 主 催：立川プレーパークを考える会 

 

 その他：特にキマリはありません。 

     でも、特に保育を行っている訳ではない 

     のでひとりで来るのは小学生から。小学 

     生以下は親子で参加してください。 

 参加費：無料 

 問合せ：立川プレーパークを考える会 

     ☎523-9381(事務局・尾又さん) 
 http://www.geocities.jp/tachikawa_playpark/ 

開催日  イベント名 場 所 問合せ先 

8月 05 日 (土) たまがわこどもみらい館(仮称)サマーイベント 旧多摩川小学校 P.3参照 

 20 日 (日) 立川プレーパーク 九番の森 P.4参照 

 21 日 (月)      〃     〃 〃 

 28 日 (月) 立川プレーパーク 旧多摩川小学校 P.4参照 

9月 30 日 (土) チャイルドラインたちかわ市民向け学習会 幸公民館(調理実習室) P.5 参照 

10月 26 日 (木) チャイルドラインたちかわ公開講座① 女性総合センターアイム 〃 

11月 09 日 (木) チャイルドラインたちかわ公開講座② 女性総合センターアイム 042-522-4731 

       

 25 日 (金) 東京女子大学夏季特別講座 東京女子大学 P.5参照 

 26 日 (土)          〃     〃 〃 



  子どもと向き合う 
  「チャイルドラインたちかわ」は、「子どもの声」
を聴くボランティア団体です。子どもたちの電話か

ら向かい合ってくれる大人を求めていることが伝

わってきます。 
 今回はご自身が辛い体験を受けながらそれを克服

して、新聞記者を経てジャーナリストとして活躍「ア

スファルトのたんぽぽ」「ほんとうの友だちが欲し

い」などの著者の青木悦さんの講演を計画しました。 

 

 講 師：青木 悦さん(ジャーナリスト) 
 日 時： 9月 30日(土) 14:00～ 16:30 
 場 所：女性総合センターアイム(☎ 528-6801) 
 参加費： 500円(先着 40名) 
 申込み： Fax： 535-9116 
 締切り：9月5日(火) 定員になり次第締め切らせ 
     ていただきます。 

 主 催：「チャイルドライン たちかわ」 
     ☎ 080-5524-4601 
 
■チャイルドライン 2006年度公開講座のお知らせ 
 公開講座 第 1回 子どもの権利（仮） 
  講 師：荒牧 重人さん(山梨学院大学教授) 
  日 時： 10月 26日(木) 19:00～ 21:00 
 公開講座 第 2回 子どもと性（仮） 
  講 師：安達 倭雅子さん 
  日 時： 11月 09日(木) 19:00～ 21:00 
 会場はどちらも女性総合センターアイム(予定)。 

●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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■東京女子大学夏季特別講座 

     『思春期の子どもたちは 今』  
 思春期問題は深刻である。自傷する子、ひきこ

もる子、落ち着かない子、さらには法に触れる子

と、実に多種多様で、問題は時とともに深刻の度

を増している。そうしたことの断面は新聞その他

の報道でよく知られているが、全体となると複雑

に錯綜して分かり難いところがあるのではない

か。専門の立場からその様態を披露してみたい。

そして背景となっている家族問題や地域社会のあ

り様を含めて、われわれ大人たちは今何をすべき

か、一緒に考えてみたい。 

 

 日 時：8月25日(金) ①10:00～／②13:00～  
     8月26日(土) ③10:00～／④13:00～ 
   ※各回の内容についてはお問合せ下さい。 

 会 場：東京女子大学 24202教室(24号館2階) 
 対 象：一般(定員250名) 
 受講料：2日間3,000円／1コマ1,000円 
 申込み・問合せ： 

  ①FAX・E-mail(〒、住所、氏名を明記)また
は 

   電話で申込み用紙を請求。 

  ②申込み用紙到着後、郵便定額小為替(受講料 

   相当額)を同封の上、郵送(8月10日必着)。 
    東京女子大学 教育研究支援課 

    ☎03-5382-6470 Fax：03-5382-6479 
    E-mail：support@office.twcu.ac.jp 
    URL：http://www.twcu.ac.jp 
 その他：8月14日～24日は事務局休業 
■チャイルドラインたちかわ市民向け学習会 

■エコビジネスの芽を見つけ、育てる 

  コンテスト eco Japan cup 2006 
 世の中にないものがやがて世の中を変えていく 

 

 eco Japan cup 2006は、産・官・学・民が共
同して運営するエコビジネスプランのコンテスト

です。2つのコンテストには、エコビジネスへの挑戦
を応援する多様なテーマの賞を用意しています。 
 
個人グループ向け 
エコ・チャレンジ！ 
募集期間：6月5日(月)～8月31日(木) 
 7月31日までに要旨を送付された方は、アドバイ
ザーからの助言が得られます。 
◇エコ・チャレンジ！グランプリ◇アイトランス留

学生賞◇あい優脱温暖化賞◇環境ビジネスウィメ

ン賞◇シニアエコビジネス賞◇市民プロジェクト・

一新力賞◇スロービジネス賞◇センサップ国際人

賞◇ソーシャルビジネス賞◇フェアトレード賞 他 

芸術・コミュニケーション企画部門、研究企画部門 

募集期間：7月3日(月)～8月31日(木) 
連絡先 E-mail : challenge＠eco-japan-cup.com 
    ☎070-5578-4872（木下さん） 
 
事業者向け(環境ビジネス・ベンチャーオープン) 
募集期間：7月3日(月)～9月30日(土) 
 8月7日までに要旨を送付された方は、アドバイ
ザーからの助言が得られます。 
◇環境ビジネス・ベンチャー大賞◇金賞◇銀賞◇銅

賞◇環境ビジネスウィメン賞◇各種金融機関賞 他 
連絡先：E-mail：venture＠eco-japan-cup.com 
    ☎03-3296-8655 
    URL：www.eco-japan-cup.com 
 
主 催：eco Japan cup 2006実行委員会 
    eco Japan cup 2006実行委員会事務局 
    （NPO法人アースデイ・エブリデイ内） 
問合せ：E-Mail：info@eco-japan-cup.com 
    ☎03-5225- 4135 

●    ●    ●   助成情報  ●    ●    ● 



●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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■子どもの電話の受け手 

      ボランティア募集！ 
 

 電話を通して、子どもの話を聴く人のことを「受

け手」と呼んでいます。 
「受け手」になるには、カウンセラー等の公的資格

は要りませんが、下記の養成研修を全て受講してい

ただき、その上で面接を行い、受け手を希望する方

と主催者側の意志を確認して、実際に子どもからの

電話を受けることになります。 
 子どもの問題に関心をお持ちの方、私達といっ

しょに活動しませんか？まずはお気軽に、下記にお

問合せください。 
 
 日 程： 10月 12日（木）～ 2007年 1月 11日（木） 
     全 7回 19時～ 21時 
 会 場：女性総合センターアイム（予定） 

 定 員： 10名 
 費 用： 5,000円 (2回の公開講座を含む) 
 申込み：チャイルドラインたちかわ 

     Fax： 042-535-9116 
 問合せ：チャイルドラインたちかわ事務局 

      ☎ 080-5524-4601 
 

 内 容： 

 ①10月12日(木)･･･『仲間になろう』 
  小野 良子(適応指導教室／臨床心理士) 
 ② 10月 26日(木)･･･『子どもの権利』(公開講座) 
  荒牧 重人(山梨学院大学教授／ 
      子どもの権利条約総合研究所事務局長) 
 ③ 11月 09日(木)･･･『子どもと性』（公開講座） 
  安達倭雅子(チャイルドライン支援センター理事 
         ／電話相談員) 
 ④ 11月 30日(木)･･･『ロールプレイ(1)』 
 ⑤ 12月   7日(木)･･･『ロールプレイ(2)』 
 ⑥ 12月 21日(木)･･･『ロールプレイ(3)』 
  山本多賀子 

 （チャイルドライン支援センター理事 

       ／東京いのちの電話理事） 

    ⑦ 1月 11日(木)･･･『自分を知る』 
             『チャイルドラインとは』 
 小野良子／小関隆志(子どもの電話ゆう・YOU・友) 

●    ●    ●   ひと・モノ・募集  ●    ●    ● 

■立川国際芸術祭  

           2006 サポーター募
集 
 

 立川国際芸術祭の制作・運営に参加するボラン

ティアスタッフを募集します！ 

 立川が大好きで、もっと素敵な街にしよう！と

思っている方が対象で、年齢・性別・経験は問いませ

ん。それぞれの参加者の特技や、興味、思いが生かさ

れつつ、一緒に立川国際芸術祭を盛り上げることが

できればと考えています。 

 
活動内容： 
 ①作家制作 アシスタント 

 ②ワークショップ企画・運営 

 ③ワークショップ参加 

 ④パフォーマンス参加 

 ⑤記録収録 

 ⑥記録編集 

 ⑦記録編集企画デザイン 

 ⑧企画・立案 

 ⑨展示計画・実施 

 ⑩その他 
立川国際芸術祭開催期間： 

 10月 11日(水)～ 12月 25日(月) 
ボランティア活動期間： 

 8月 1日(火)～平成 19年 3月 31日(土)予定 
登録方法： 

 住所･氏名・年齢・電話・Fax・E-mail、やりたいこ
と、経験など自己 PRをご記入の上、郵便・Fax・E-
mailのいずれかで、下記宛てにお申込下さい。 
申込み： NPO法人 立川国際芸術祭内 
    立川国際芸術祭 2006立芸サポーター係 
    〒 190-0011 立川市高松町 1-2-15-105 
    Fax： 527-9769 
    E-mail： yuka-sept@base26.com 
問合せ：立川市地域文化課 ☎ 526-1312 
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平成15年から16年にかけて開催された「立川市第二
次基本計画策定市民会議」の有志で自発的に発足した

『たちかわ協働みらい会議』のメンバーが中心となっ

て『たちかわ自治基本条例市民研究会』を発足させ、

新しいメンバーを募集中です。 
自治基本条例は自治体運営の基本理念、仕組みを定

める条例ですが、この条例が立川市には無いって、ご

存知でしたか？ 

自治基本条例は不要なのでしょうか？必要なので

しょうか？ 

先ずは自治基本条例とはどんなものか市民として

自主的に勉強してみようというのがこの研究会です。    

先進性は探りつつも、背伸びしすぎず、17万市民の
感覚から乖離しない普通の一般市民の歩調で進める

つもりです。市民向けのシンポジウムを開催するかも

しれませんし、市民交流大学の講座の１つになるよう

に模索するかもしれません。立川での自治基本条例の

要・不要について、議会や行政に対して提言していく

かもしれません。 

研究会として目指すところは、現時点では明確では

有りませんが、とりあえず学習を進めていきます。こ

うした取り組みから、市民によるまちづくりや市民自

治、市民参画への意識を盛り上げ、真の市民自治を根

付かせる環境創りに貢献していきたいという思いで

す。 

たちかわ自治基本条例市民研究会 参加メンバー募集中 

たちかわ自治基本条例市民研究会 
●活動内容●  

立川における自治基本条例のあり方を学習す

る市民による自主勉強会です。市民の有志と

して、市行政や市議会に必要性を提言する事

を目指します。 

●対象● 

立川市内に在住・在勤・在学の18歳以上の方 
●活動期間● 

自治基本条例の公的策定作業の具体的着手を

見届ける迄の予定です。 

●開催時間●   

1-2ヶ月に1回。平日夜間(19-21時)を予定。 
●応募方法● 

市民活動センターたちかわまで、住所・氏名・電

話番号と自己紹介コメントを。郵送、ＦＡＸ、

メール、直接持参のいずれかの方法で。 

 

＊市民活動センターたちかわ 
〒190-0013 
立川市富士見町2-36-47総合福祉センター2階 
TEL:042-529-8323 FAX:042-529-8714 
E-mail:aiaivc@whim-net.ne.jp 

市民活動センターたちかわ助成事業 後期受付について  ～ご相
談はお気軽にどうぞ～ 

⑤その他社協会長が適切と認めた活動にかかる経費 

◆助成額 

 対象事業の内、①、④は5万円以内、②、③、⑤は
10万円以内。 
◆受付期間 

 平成18年9月1日(金)～13日(水) ＊日曜日を除く 
 平日8:30～19:00 土曜日8:30～17:00 
◆受付方法 

 本センターの開所時間内にご持参下さい（開所時

間については本紙の表紙を御覧下さい）。 

◆審査結果 

 9月20日(水)の審査委員会で決定し、書面にて通知
をします。 

 

 「計画している事業は審査の対象だろうか」「ど

のように申請書類を出したらいいだろうか」など、

申請に慣れていない団体さんは不安が多いかと思い

ます。ご相談はいつでもお受けしていますので、ご

連絡下さい。ご来所の際には予めご一報頂けると幸

いです。 

 市民活動センターたちかわでは市民活動団体を支

援するため、団体の活動費などを助成する事業を行

なっています。 

 

◆対象団体 

 市内に活動拠点が設置されているか、立川市民を

対象に活動をする5人以上の会員などで構成されてい
る団体。ここで言う市民活動とは、地域社会と関わ

りを持ち、不特定多数の市民を対象に社会的な課題

に取り組む公益的な活動を指します。 

◆対象事業 

①団体の結成及び1年間の運営にかかる経費 
 (団体の設立後3年間) 
②団体が市民に対して行なう助けあい、支えあい、   

 交流活動または社会福祉に関する広報、普及活動  

 に要する経費 

③団体が社会福祉に関する調査研究活動に要する経  

 費 

④団体の利用者の社会参加、健康保持、レクリエー   

 ションなどに要する経費 
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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・ 

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）■ 

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） 

ご協力ありがとうございます！ 

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。 

ホームページ「市民活動WEBたちかわ」 
市民活動センターに登録しませんか？ 
 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 

立 川西立川

ヤマダ電機
ダイクマ

フェロー
ホームズ

市民活動センターたちかわ
立川市総合福祉センター内

国営昭和記念公園

ローソン

総合福祉
センター前

農道

都立立川短大

第四小学校

ごんにんごん いなげや

マンション

第一デパート

みずほBK

マンション

富士見町2丁目

北口

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。 


