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 市民活動たちかわ祭2006 
～地域デビューいち・に・さん～ 

 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。 

2006.11 Vol.37 

◆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。 
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○市民活動たちかわ祭り2006開催!! 
○情報コーナー 

○ふれあいミュージックフェスティバル 

 市民活動センター後期助成事業 

○市民活動センターからのお知らせ!! 

＜＜＜今月号のもくじ＞＞＞ 
日時：１２月３日(日) 
     １０：００～１６：００  
     女性総合センターアイム 
      ※詳細についてはP.2～3をご覧下さい!! 



2  2 2  2 

助成団体活動活動報告会 

 

 ●１２：３０～１３：３０ 

 ●１階 ギャラリー 

 地域から寄せられた貴重な財源で実現した活動

の報告会。 

 立川市立若葉小学校では、「地域とともに創る総

合的な学習の時間」と銘打ち、子ども一人一人が自

分なりに発見した課題を地域の中で地域の方と一

緒に解決していくという活動を積み重ねています。

子どもたちが設定する課題は、様々ですが、たとえ

ば、地域で犬を飼っている方と仲良しになって犬の

お散歩の一緒をさせていただくとか、地域の中での

清掃活動をしたり、朝、団地のお年寄り宅に寄って

ゴミを出すというボランティア活動をしたりして

います。講演会では、そんな授業の様子や地域の取

り組みなどを、写真を見ながらお話を聞くことがで

きます。 

 当日は、若葉小学校の総合的な学習の時間で活躍

した子どもたちや地域の方も登壇して具体的な話

をしていただく予定です。 

 また、若葉小学校の総合的な学習の時間のプログ

ラムは、イギリスのシチズンシップエディケーショ

ンやアメリカのサービスラーニングの手法の良い

ところをふんだんに盛り込んで実践されています。 

 

 講 師：福原冬彦さん(立川市立若葉小教諭) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 協 力：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 

 その他：申込み不要。当日、直接会場へ。 

講演会「広げようぼくらの世界！ 

     ～よりよき市民をめざして地域と共 

      につくる総合的な学習の時間～」 

 

 ●１０：００～１１：５０ 

 ●１階 ホール 

 1959年生まれ。東京在住。 
 全国社会福祉協議会福祉プログラム作成

委員、全国社会福祉協議会「ボランティア情

報」編集員など活躍。総合的な学習の時間や

ボランティア体験学習の進め方等について

全国で講師とて活躍。 

若葉小で

取り組ん

でいるゴ

ミ出しボ

ランティ

アの様子 

○基調講演「老いを生きるということ」 

 講 師：竹中星郎さん(精神科医・放送大学教授) 
 

 

 

 

 

 

 

○シンポジウム「地域で支える認知症ケア」 

 千田富子さん(グループホームえがおの家施設長) 
 伊藤隆之さん(家族介護者) 
 原淑子さん(立川市南部東地域包括支援センター) 
 コメンテーター：竹中星郎さん 
 
 参加費：無料 

 申込み：電話又はFaxにて下記へ。 
     南部西ふじみ地域包括支援センター     
     042-540-0311／Fax:042-548-1747 
     ※11月29日(水)締切り 

地域福祉市民フォーラム 

 「地域で支える認知症ケア～老いても 

         地域で暮らしていけるために」 
  

 ●１３：００～１６：３０ 

 ●１階 ホール 

市民活動センターたちかわ 

                   助成団体活動展示 

 

 ●１０：００～１６：００ 

 ●１階 ギャラリー 

 ボランティア活動やNPO情報が満載! 
 お好きな時間にお好きなだけ、お好きなようにお

過ごしください。具体的な活動先を見つけたい方は

スタッフまでご相談を！いろいろな分野で、市民の

“チカラ”が活きています。 

 東京の浜田クリニックに勤務。放送大学客

員教授。都立松沢病院、信州大学医学部、浴

風会病院副院長、大正大学教授を経て現在に

至る。豊富な臨床経験にもとづく老年精神医

学の第一人者。 

       ●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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『市民活動たちかわ祭2006～地域デビューいち・に・さん～』について 
 

 『市民活動たちかわ祭2006』は、①市民活動団体の交流や報告を通じて、団体の活性化を目指す、②こ
れからボランティアや市民活動をしようとする市民に対し、情報の提供や相談に応じて活動へのきっか

け作りを行なう、③地域活動や市民活動の啓発活動をすることを目的に開催します!! 
 市民活動やボランティアに関わる様々な企画を準備していますので、お時間のある方は、ぜひご参加

下さい。お待ちしています!! 

市民活動情報コーナー 
 

 ●１２：３０～１３：３０ 

 ●１階 ギャラリー 

 市民活動団体の旬なチラシや情報誌。お持ち帰り

はご自由にどうぞ！ 

市民活動団体連絡会 

 

 ●１０：００～１２：００ 

 ●５階 第２学習室 

 取り組んでいる活動は違えど「人がいきいきと暮

らせるまちにしたい」というのは共通項。市民によ

る市民のための活動の知恵を交換し合います 

 

 申込み：市民活動センターたちかわ 

     042-529-8323 

市民活動団体向けマネジメント講座 

 

 ●１４：００～１６：００ 

 ●５階 第２学習室 

団塊の世代向け 地域デビュー講座 

 「定年後の自由時間:14時間×365日× 

  20年≒10万時間   

  あなたに与えられた10万時間をどう 

  使いますか?」 

 

 ●１４：００～１６：００ 

 ●５階 第３学習室 

 立川が誇る現代アート群。ガイドボランティアと

一緒に巡ると「こんな見方も!」。当日はファーレ倶

楽部代表の中島さんの講演後、実際にファーレアー

トツアーを実施（約1時間）します。普段はあまり見

ることのできないアートや展示されているアート

にまつわる裏話など、ファーレアートのいろいろな

側面が見られるはず。お楽しみに!! 

  講 師：中島満喜子さん(ファーレ倶楽部 代表) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申込み：市民活動センターたちかわ 

    042-529-8323 

第１０回市民おもしろ大学 

  「ア~っと驚く“ファーレアート”」 
 

 ●１０：００～１２：３０ 

 ●５階 第３学習室及びファーレアート 

■ファーレ倶楽部とは 

 立川市文化振興課主催によるパブリック

アートコンダクター養成講座を受講し、希望

した人達で1997年5月14日に設立されたボラ
ンティア団体です。現在の会員40名程は、
アートボランティア研修修了者他、クラブの

目的に賛同する者から成っています。 

 

■ファーレ倶楽部のホームページ 

  http://faretclub.com/ 



■市民活動げんき講座Ⅳ 
 紙芝居で伝える！ 

 ―誰でもつくれて、可能性いっぱい― 
 

 グループでも個人でも、活動していると伝えたい

ことがいっぱい生まれてきます。そんなとき「紙芝

居」は、特別な道具や技能がなくても、誰でもつく

ることができて、費用も小額。でも伝える力は大き

い！という、市民活動にとってまたとない表現方法

です。紙芝居という可能性いっぱいの新しい表現方

法に挑戦して、活動をもっともっと豊かに魅力的に

伝えてみませんか。奮ってご参加下さい!! 
 日 時(全4回)： 
  ①11月09日(木) 18:30～20:30 
  紙芝居のおもしろさとつくり方 
  ②11月16日(木) 18:30～20:30 
  実例をもとにストーリーや絵柄を考える 
  ③11月30日(木) 18:30～20:30 
  実際につくってみる 

  

～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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  ④12月10日(日) 14:00～16:00(予定) 
   発表・交流会(一般参加もあり) 
 講 師：江森隆子さん(紙芝居文化推進協議会／ 
   児童図書館研究会会員、元都立図書館司書) 
 会 場：アミューたちかわ(市民会館) 
 定 員：15人(先着順) 
 受講料：全4回分3,000円 
     (アンティ多摩会員2,500円) 
 ※定員に満たない場合のみ1回だけの受講も可能。 
  受講料は1回1,000円。 ④の一般参加者は無料。 
 申込み：名前･住所･電話・Fax・参加動機を記入 
     し、電話・Fax・葉書・メールのいずれ 
     かの方法で下記へ。 
 締切り：11月05日(但し、定員になり次第締切り) 
 問合せ：NPO法人市民活動センター 
     ・アンティ多摩(担当：山家・江頭・菅井) 
  〒190-0022 立川市錦町3-1-28-301    
  &Fax：042-540-1663 
  E-mail：auntytama@nifty.com 
  URL：http://homepage2.nifty.com/auntytama/ 

★ボランティア・市民活動団体イベントカレンダー★ 
開催日  イベント名 場 所 問合せ先 

11月 9 日 (木) 市民活動げんき講座Ⅳ ① アミューたちかわ(市民会館) P.4 参照 

 11 日 (土) 第4回 キートスデイサービス美術講座 至誠キートスホーム P.5 参照 

 14 日 (火) 商工会議所・金融保険不動産部セミナー 商工会議所大会議室 〃 

 16 日 (木) 市民活動げんき講座Ⅳ ② アミューたちかわ(市民会館) P.4 参照 

 17 日 (金) リトミック『親子でふれあってあそぼう②』 錦公民館 P.5 参照 

 18  日  (土)  “地域の生活”めざすホーム～キートスの夢～ 至誠キートスホーム 〃 

講演会「より良いコミュニケーションのために」 国分寺労政会館 P.6 参照 

 30 日 (木) 市民活動げんき講座Ⅳ ③ アミューたちかわ(市民会館) P.4 参照 

12月  10  日  市民活動げんき講座Ⅳ ④         〃 〃 

失語症と会話パートナー 女性総合センターアイム P.6 参照 

(日)  

※NPO・ボランティアグループのイベントや講座情報が一目でわかるカレンダーを作りました。 
 詳しくはコチラ→ http://calendar.yahoo.co.jp/skc_npovgnews 



■立川商工会議所・金融保険不動産 

            部会セミナーのご案内 
 

 来年度より団塊世代の方々が、定年を迎えます。団

塊の世代とは？その経済効果とは？今年度、金融保

険不動産部会では、団塊世代をテーマに講習会を開

催します。 
 今後のライフスタイルを充実させる為の株式市場

の動向、市場の変化予測、団塊世代ジュニアを含めた

経済の流れなど講習会で提案します。部会員以外の

方もお気軽にご参加下さい。 
 
 日 時：11月14日(火) 14:00～16:00 
 講 師：司淳さん(日興コーディアル証券 
     国際市場分析部 シニアエコノミスト) 
 会 場：立川商工会議所大会議室 

     (立川市曙町2-38-5立川ビジネスセンター 
      ビル12階) 
 受講料：無料 
 定 員：60名(但し、定員になり次第締切り) 
 申込み・問合せ： 

     立川商工会議所 金融保険不動産部会     

     042-527-2700 
     Fax：042-527-5913(担当：澤田) 
 
■リトミック 

  『親子でふれあってあそぼう！②』 
 

 音楽教師、松井直子さんのピアノのリズムに合わ

せ、体を動かし、歌をうたい親子でたのしくスキン

シップ。7月のリトミックが大好評のため、第2弾を企
画しました。初めての方も、もう一度という方も大歓

迎。動きやすい服装で参加して下さい。 
 
 日 時：11月17日(金) ①2歳未満 10:00～ 
            ②2歳以上 11:00～ 
 場 所：錦公民館 講堂 
 参加費：無料 
 定 員：①は15組まで、②は20組まで。 
 その他：下のお子さんはミニトマの木のメンバー 

     がお世話します。お申込みの際、その旨申 

     し添えてください。 
 主 催：子育て支援ボランティア「ミニトマの木」 
 申込み：住所、氏名(ふりがな)、子どもの年齢、電 
     話番号を明記の上、電話かE-mailで。 
     042-536-0304(谷) 
     E-mail：minitomanoki@hotmail.co.jp 

●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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■第4回 キートスデイサービス美術講座 

  「魂の画家レンブラント 

         ～光と影の生涯と作品～」 
 

 レンブラント生誕400年。その作品をじっくりと
鑑賞しませんか？ 
 
 日 時：11月11日(土) 13:30～16:00 
 会 場：至誠キートスホーム(立川市幸町4-14-1) 
 講 師：斎藤陽一さん(美術史研究家、美術史学会 
         会員、元NHKプロデューサー) 
 対 象：興味のある方はどなたでも 
 参加費：無料 
 定 員：30名 ※先着順。お車でのご来場はお控 
         え下さい。 
 申込み：Fax又は電話にて下記へお申込み下さい。    
     042-538-2323／Fax：042-538-2324 
     担当：栗原・藤井・鈴木・武澤・小林 

 

■第8回悠遊セミナー 

  「“地域の生活”をめざすホーム 

               ～キートスの夢～」 
 

 至誠キートスホームは地域の一員として、またサ

ポートセンターとして、たくさんの皆様の暖かいご支

援・ご協力をいただいてまいりました。そして、今後も

ホームに入居していても“地域で暮らす”ということ

を目指し、皆さんでキートスの夢を、そして今後の特養

ホームについて身の丈で語り合いたいと思います。ぜ

ひご参加下さい。 
 
 日 時：11月18日(土) 13:30～16:00 
 場 所：至誠キートスホーム(立川市幸町4-14-1) 
 対象者：入居者及び家族・在宅サービス利用者及び 

     家族・ボランティアその他テーマに関心の 

     ある方。 
 参加費：無料 
 定 員：60名(先着順) 
 主 催：至誠キートス悠遊倶楽部 

     (キートス特養ホーム家族会) 
 申込み・問合せ： 
     至誠キートスホーム悠遊倶楽部事務局 

     042-538-2323 
 
 プログラム：13:30～ 開催挨拶 
       13:35～ 懇談・意見発表 
       15:00～ 休憩 
       15:10～ 質疑・会場との意見交換 
       15:50～ まとめ 
       16:00  終了 
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■ヘルプ協会たちかわ 

            ホームヘルパー募集！！ 
 

 1回2時間の仕事から泊
まりの仕事まで、障がい者

のための生活支援のお仕

事です。初心者には研修を

受けていただきます。お気

軽にお問合せ下さい。 

 

 時 給：800円～1,200円 
     (交通費実費支給、有休制度あり) 
 問合せ：社会福祉法人 幹福祉会 

     ヘルプ協会たちかわ 

     〒190-0012 立川市曙町1-13-14 1階 
     042-526-2898／Fax：042-521-6144 
     E-mail：hat@hat.or.jp 
            URL：http://www.hat.or.jp 
 

●    ●    ●   ひと・モノ・募集  ●    ●    ● 

■ゆいまあるデイサービス 

             ボランティア大募集！! 
 

 デイサービスとは介護保険による通所介護事業の

趣旨に基づき、必要な日常生活のお世話及び機能訓

練を行います。一人暮らしの高齢な方や介護される

家族の方が留守にする日中に、レクリエーション、お

食事、入浴等で楽しみを見つけて頂き、家族的な雰囲

気の中で、心和む1日を過ごして頂く空間です。皆様
の趣味・特技で高齢者とのレクリエーションをお手

伝い下さい。 
 歌(唱歌、民謡等)、絵、手芸、工芸、踊り、お花、 
習字、太極拳、お茶等、あなたの趣味・特技を生かし

てみませんか？少しの時間でもお手伝い下さい！ 
 
 問合せ：東京都指定通所介護事業者 

     ゆいまあるデイサービス 

     〒190-0003 立川市栄町4-2-12 1階 
     042-522-4189 

■より良い 

     コミュニケーションのために 
 

 私たちの団体は、産業カウンセラーの資格を持つ

者の集まりです。職場や地域に根ざした活動を目指

して、今年も市民の皆様のお役に立てる講演会を企

画しました。 
 今回は、森田汐生さんによる「アサーティブネスに

ついて」の講演です。「アサーティブネス」とは、自

分も相手も大切にした、誠実で率直で、対等なコミュ

ニケーションのことです。ぜひご参加下さい。 
 
 日 時：11月18日(土) 13:00～15:30 
 場 所：国分寺労政会館(国分寺市南町3-22-10) 
     ※JR国分寺駅南口下車徒歩5分 
 定 員：100名(一般の方・会員の方) 
 参加費：2,000円(当日ご持参下さい。) 
 申込み：下記いずれかの方法で、お申込み下さい。 
     Fax：042-522-8725  
     E-mail：common@nsck-tn.org 
 締切り：11月06日(月) 
     ※定員になり次第、締切り。 
 問合せ：(社)日本産業カウンセラー協会東京支部 
                ・東京西事務所 

     042-540-0317(担当：研修部) 

■失語症と会話パートナー  
 

 ある日突然、脳卒中などの病気や交通事故など

による頭部の外傷によって、言葉をうまく使えな

くなる･･･。この後遺症を、失語症と言います。自

分の思っていることを伝えられない、相手の言う

ことを聞いて理解するのが難しい、読み書きが苦

手になったなど、その症状は様々です。そんな失

語症を支えるご家族や医療・福祉関係者の方々を

対象にコミュニケーションのポイントをお教えし

ます。 

 

 日 時：12月10日(日) 14:00～16:00 
 場 所：女性総合センターアイム 

 参加費：500円(資料代として) 
 問合せ：立川失語症さくら会 

     042-537-4089(柳) 
     042-535-0433(藤本) 

■平成19年度用年賀寄付金配分申請の公募 
 対 象：社会福祉法人やNPO法人等、営利を目 
     的としない法人格を持つ団体。 

 内 容：詳しくは下記URLをご覧下さい。 
     http://post.japanpost.jp/kifu/ 
 問合せ：日本郵政公社 郵便事業総本部 

     年賀寄付金事務局 

     03-3268-7172／Fax：03-3580-5399 

●   ●   ●   助成情報  ●   ●   ● 
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後期 審査結果一覧 （金額が助成決定額） 10月10日現在 

お楽しみ抽

選会もあり

ま す！ど う

ぞお越し下

さい。 

ふれあいミュージックフェスティバル２００６ 
～今年のテーマは「モーツァルトといっしょ」～ 

チケットのお申し込み方法 
 電話・Fax・E-mail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（受付は開所時間と同じ）。   

   042-529-8323／Fax：042-529-8714  
   E-mail：aiaico@whi.m-net.ne.jp 

平成18年度後期 

市民活動センターたちかわ助成事業 審査が終了 

 年齢や障害に関わらず、誰でも気軽に良質の音楽

に触れられるコンサート、『ふれあいミュージック

フェスティバル』を開催します。お子さま連れの方

もどうぞおいで下さい。演奏者も皆さんの前で演奏

できることを、とても楽しみにしています。 

 また、当日は多くのボランティアによって運営さ

れるため、会場整理や車椅子利用のお客様の介助な

ど、お手伝い下さる方も募集中です。ご協力頂ける

方は市民活動センターへご連絡下さい。 

 

  ◆日時  平成18年12月17日(日) 
          開場13:30  開演14:00 
  ◆場所  国立音楽大学 講堂大ホール 

  ◆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 

  ◆出演  国立音楽大学学生 大学院学生                                          

NPO法人 

 生活設計支援センター 
 ¥   92,250  市民交流事業 

立川市肢体不自由児･

者 父母の会たつのこ 
 ¥   30,000  講師謝礼 

NPO法人 

 立川子ども劇場 
 ¥   77,075  市民交流事業 砂川公園体操会  ¥   30,780  講師謝礼 

お楽しみ交流会 

実行委員会 
 ¥   33,000  

市民交流事業 

普及活動 
立川市手をつなぐ親の会  ¥   88,500 市民交流事業 

立川失語症さくら会  ¥   50,000  普及活動 
NPO法人 

 立川国際芸術祭 
 ¥     0   市民交流事業 

立川まちおん  ¥  100,000  市民交流事業 キネマたちかわ 保留中 市民交流事業 

 今年度後期の助成事業には、全部で10団体から
の申請がありました。毎回ガイドラインだけでは

判断が難しい申請内容を頂いていますが、今回の

審査会で議論になった点についてご報告します。 

 

○ガイドラインに記載されている講師謝礼につい  

 ては現在は1時間あたり15,000円で、3時間以内 
 となっています。ですが、同じ事業に複数の講 

 師が必要となる際には、どう判断していくか。 

○単年度で解散してしまうような形式で活動の継 

 続性が望めない団体の場合、助成をしていくの 

 は難しいのではないか。継続性を求めたい。そ 

 のために、例えばセンター団体登録要綱に3年 
 以上の継続した活動を求める旨の条件を盛り込 

 むことも考える必要があるかも知れない。 

○映像技師や音響技師などは講師料と同じ扱いを 

 してよいのか。 

○今回、アート作品輸送費を助成対象項目として  

 申請されたあ団体があったが、一定の基準が必 

 要かもしれない。 

 

 以上の点については、今後の委員会で議論し、

来年の助成事業要綱やガイドラインに反映させて

いく予定です。また、昨年度の助成金を受けた団

体による事業報告会を開きます。詳細は本紙特集

の「市民活動たちかわ祭2006」についての記事を
御覧下さい。                    
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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・グルメシティ立川若葉店・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） 

 ※情報検索用に無線LANと館内貸出用パソコンがお使いいただけます。 
■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。平成18年度より2年度ごとの更新です。 

 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。 


