
 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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○｢秋の楽市｣開催 

○第3期市民活動センターたちかわ運営委  
 員会始動 

 市民活動団体連絡会 

○平成19年度助成金(後期)の審査報告 
 教育支援コーディネーター制度 

○情報コーナー 

○地域福祉コーディネーター活動報告 

 悪質商法撃退キャラバンDVD寄贈 
○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＞＞＞ 

 「立川しみん祭」「たちかわ商人祭」「立川市

農業祭」の3つの合同イベントとして「秋の楽市」

が開催されます。 

 「グループ」広場コーナーには、市民活動セン

ターたちかわの登録団体や立川市社会福祉協議会

の団体会員が出店し、「世界ふれあい祭」やお好

み焼き、焼きそば、手作り品、リサイクル品の販

売などを行います。 

 みなさんのご来場をお待ちしています。 

 

■参加団体 

【両日参加】 

『キャップの貯金箱』運動推進委員会／グループ

いもっこ／グローバルサティスファクトリー／Ｓ

ＰＯＲＴＳ・ＡＣＴ／立川教育振興会／立川市障

害者後援会／たちかわ多文化共生センター／立川

福祉作業所／立川よいと祭り実行委員会／チャイ

ルドラインたちかわ／ヨガサークル・パドマ／福

祉工房こぶし・チャレンジこぶし／ボーイスカウ

ト立川第七団／武蔵立川学園･新田工房／より良い

住宅環境作りを支援する会／ワークセンターまこ

とくらぶ 

 

【10日のみ参加】 
柴崎町地区グッドネイバー推進協議会／とってお

きのワンシーン／リサイクルショップいろりん 

 

【11日のみ参加】 
子育ていれかわりたちかわり実行委員会／立川市

手をつなぐ親の会／テイクオフ 

 日時：平成19年11月10日(土)・11日(日) 

     10：00～16：00 
     ※小雨決行荒天の場合中止 

 会場：国営昭和記念公園「みどりの文化ゾーン」 

「 秋 の 楽 市 」  開 催 ！ ！ 
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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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 市民活動センターたちかわでは平成15年4月の

開設以来、運営委員会を設置し、市民によるセン

ター運営を進めてきました。「センターのあるべ

き姿はなんだろう」「すぐに着手しなくてはなら

ないことは?」と、問いかけ合いながらセンターの

事業を具体的に企画し進めてきました。 

 2年任期の委員会も3期目に入りました。今期か

らの新しい委員さんも交え20名で新たなスタート

です。 

     

    ボランティアグループを立ち上げ活動してい

る方、退職後に市民活動に没頭している方、地域

で日々の問題解決のために奔走している方、

NPO団体のスタッフの方、まちに密着して事業

展開をしている商店の方などなど。「福祉」「環

境」「文化芸術」「子ども」など取り組まれてい

る活動テーマも多彩な方々です。 

 いろいろな視点が集まって、市民活動センター

の活動がさらにグッと深まりそうです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   運営委員会で準備を重ね実施した 

     市民活動たちかわ祭2006 

9月26日(水)、市民会館にて、今年度2回目の市

民活動団体連絡会を開催しました。今回の連絡会

は、立川市総合政策部情報推進課からの「地域情

報化計画を策定するにあたり、地域の課題に取り

組んでいるボランティア団体や市民活動団体の

方々の地域情報化についての率直な意見を聴きた

い」という呼びかけに応える会となりました。 

  

パソコンボランティア、子どもと関わってい

る、外国人の支援をしている、障害のある人に

サービスを提供しているなど、いろいろな活動を

している団体の方々が 11名集まりました。 

ざっくばらん

に、日頃の活動

や住民としての

視点から、様々

なアイデアや意

見が出されまし

た。 

○顔が見えるネットワークで市民がつながって 

 いくことが大切ではないか 

○インターネットと紙情報の共存は必要 

○携帯電話の活用が重要 

○「ここに行けば立川市のイベント情報が全て集   

 まる」というサイトがあれば良い 

○市民と行政で共に個人情報保護法について学習   

 する場があっても良いのではないか 

○外国から来た方や障害のある方へ必要な情報を  

 安全に届けたい 

○市のホームページは行政用語などの難しい表現 

 は避けてほしい 

                  などなど 

行政担当者からは「この場で出された意見は市

民だからこそのものであり、計画策定にあたり大

変有意義な機会だった」との声が挙がりました。 

  

今後も市民活動センターたちかわでは、必要に応

じてテーマ設定をしながら、市民活動団体連絡会

を開催していく予定です。 

『地域情報化計画 意見交換のための」市民活動団体連絡会 

第3期 市民活動センターたちかわ運営委員会 始動 

    市民活動センターたちかわ運営委員 

                  /敬称略 

○宮本直樹(委員長)    ○岩間直人(副委員長) 

○安藤永一        ○石原康博 

○泉澤あい子       ○井上隆一 

○江夏 馨        ○大村洋永 

○岸野有里        ○北澤 明 

○木村信一        ○甲野 毅 

○佐藤達夫        ○芝田達矢 

○利根川芙海       ○星野惠子 

○三鴨賢一        ○村井貴代 

○山尾桂子        ○山家利子 



3 

●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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 今年度後期のセンター助成事業は、合計9団体

からの申請をいただきました。 

 助成団体の活動内容につきましては当センター 

ホームページ(http://act.annex-tachikawa.com/)
の登録グループページをご覧下さい。 

 結果は下表の通りです。 

                      

今後は、課題の抽出や助成団体への訪問などを行

い、より使いやすい助成事業となるよう検討を重

ねていく予定です。 

 

●平成18年度助成団体活動報告会について 

 平成18年度の助成団体の活動報告会について 

 は、2月頃を予定しています。  

平成19年度 市民活動センターたちかわ助成金(後期)審査結果一覧 

※審査結果は10月22日現在のものです。 

  団体名 区分 申請内容 結果 助成額 

1 NPO法人 とっておきのワンシーン ③ TACHIKAWAしあわせの種まき事業に関する諸経費 給付 ¥23,625  

2 立川市聴覚障害者協会 ③ 
｢日本手話｣｢PC文字通訳｣理解促進の講演会に関

わる諸経費 
給付 ¥69,000 

3 パソコン相談員研究会 ② パソコンを楽しもう会に関わる諸経費 給付 ¥86,025 

4 立川市手をつなぐ親の会 ② クリスマスコンサートに関わる諸経費 給付 ¥74,625 

5 
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 
② ストレスマネジメントに関する研修会の諸経費 給付 ¥30,000 

6 
市民活動資料・情報センター    

をつくる会 
① 団体のパンフレット作成や周知に関わる諸経費 給付 ¥50,000 

7 NPO法人 立川子ども劇場 ② 魅力あるチラシ作り講座に関わる諸経費 給付 ¥53,000 

8 玉川上水の自然保護を考える会 ② 自然保護活動による市民交流事業に関わる諸経費 給付 ¥41,275 

9 
立川市砂川地区子供会      

育成団体連絡協議会 
② (仮称)ひまわりコンサートに関わる諸経費 給付 ¥82,500 

  合計        ¥510,050 

平成19年度 市民活動センター助成金(後期)の審査報告 

教育支援コーディネーター制度について 

 今年度より都立高校の奉仕体験活動という授業

が始まりました。その目的は、①規範意識や公共

心を確かなものとするため、守るべきルールやマ

ナーを単に言葉で教えるだけではなく、実際の社

会の中で、体験的に学ばせていく、②人とのつな

がり、達成感や自信、思いやる心、規範意識や公

共心、社会貢献の精神を養うことなどです。 

 しかし、始まったばかりの制度ということもあ

り、学校からは不安の声も･･･。そこで、東京都

教育委員会は、「奉仕」や「キャリア教育」を支

援するために、「教育支援コーディネーター」制

度を導入しました。 

 市民活動センターたちかわは、教育支援コー

ディネーターの委託を受け、市内3校(立川・北多

摩・砂川)へ活動先の紹介や効果的に授業を行う

ためのアドバイスなど、学校と地域の施設や団体

のパイプ役として授業のサポートをしています。 

 “自らの意思と判断力を持ち、他者との関わり

あいの中で社会を創っていく”。そして、“立川

というまちに興味を持ち、まちに愛着を持ってく

れるような市民像”をイメージしながら今後も関

わっていければと考えています。 

北多摩高校が

実施した花火

大会後の清掃

の様子。 

※区分について･･･ 

 ①立ち上げ資金 ②市民交流事業 ③社会福祉に関する普及活動 



■チカパンのいっしょにパントＴＩＭＥ！ 
 はじめまして、チカパンです！チカパンは、パントマイマーです。初めて行った知らない場所で、初めて

観るであろうパントマイムを、ユカイに楽しく演じます！フシギで楽しいカラダの遊び。入場は無料です。 

 
 日 時：11月3日(土) 開演11:00(開場10:30) 
 場 所：たまがわ・みらいパーク 視聴覚室(立川市富士見町6-46-1) 
 問合せ：NPO法人 立川子ども劇場  042-525-8611(担当：鈴木さん) 

  

 ～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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★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 3 日 (土) チカパンのいっしょにパントTIME！ たまがわ・みらいパーク P.4 参照 

 10

11 

日

日 

(土） 

(日） 

＜衣・食・花＞世界ふれあい祭 

 in秋の楽市  

国営昭和記念公園  

みどりの文化ゾーン 

P.4 参照 

 18 日 (日) 第5回地域福祉市民フォーラム2007 女性総合センターアイム P.5 参照 

 27 日 (火） ボランティアコーディネーター基礎研修 総合福祉センター P.5 参照 

12月  2 日 (日） 外国人のためのリレー専門家相談会 女性総合センターアイム P.6 参照 

 8 日 (土) 介護予防教室 

「認知症と間違えやすい病気と症状」 

市民会館 P.6 参照 

■＜衣・食・花＞世界ふれあい祭 
 立川市及び立川市周辺の人々の生活に根ざした衣・食及び人々に安らぎを与える花を題材として、 

多様な文化にふれあい、多文化共生の理解を深めるための一助になる場として、多文化交流事業 

「＜衣・食・花＞世界ふれあい祭」を開催いたします。 

 当日は「秋の楽市」が同じ場所でおこなわれています。 

 入場無料です。  

 ※雨天・荒天の場合は中止になることがあります。 

 
 日 時：11月10日(土)・11日(日) 各日とも10：00～16：00 
 場 所：国営昭和記念公園 みどりの文化ゾーン 
 問合せ：NPO法人 たちかわ多文化共生センター  事務局(立川市曙町2-36-2) 

 /Fax042-527-0310(担当：小林さん・井上さん) 
 E-mail：tmc@poppy.ocn.ne.jp URL：http://www.tmc.or.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5回地域福祉市民フォーラム２００７『住民参加の支えあいのまちづくり』 
 地域福祉市民フォーラムを開催します。テーマは、｢住民参加の支えあいのまちづくり」。いつ起こるか

分からない大震災、被害が止まらない振り込め詐欺や悪質商法、ちょっとした気づかいがあればもっと豊か

になる地域社会。みなさんとともに「住民参加の支えあいのまちづくり」を考えてみたいと思います。 

 お気軽にご来場ください。参加費は無料です。 
 
 日 時：11月18日(日)13:30～16:30  
 場 所：立川市女性総合センターアイム 1階ホール(立川市曙町2-36-2) 
 内 容：①基調講演「住民参加の支えあいのまちづくり」 
      ＜講師＞ルーテル学院大学大学院教授 和田敏明さん 
     ②シンポジウム「支えあいのまちづくりにむけて」 
      ＜コーディネーター＞ 

 立川市社会福祉協議会 市民活動センターたちかわ 奥山輝明 
 ＜シンポジスト＞ 
 立川市市民生活部防災課長 北川亘さん／柏町団地隣人会  太田律子さん 
 若葉町ふれあいサロン  渡辺道子さん／まち歩き世話人会 小林利江さん 
 わかば地域包括支援センター 田邉篤子さん 
 ＜コメンテーター＞ルーテル学院大学大学院教授 和田敏明さん 

 申込み：立川市南部西ふじみ地域包括支援センター   

     042-540-0311 Fax042-548-1747 

■ボランティアコーディネーター基礎研修 
 ボランティアコーディネーションの基礎が「わかる！できる！つながる！｣。実践に役立つ入門研修。 

 『ボランティアコーディネーションってなんだろう？ボランティアを受け入れるってどうすること？ 

 新しく担当になったとはいえ、何から始めていいのかが分からない。 

 一体どうすればいいの？』 

 そんなボランティアコーディネーター(ボランティア担当職員)を対象

に、ボランティアコーディネーション、ボランティアマネジメントの 

基礎的な理念から具体的な実践のノウハウまで、 

講義や演習を交えて学びます。 

 
 
 日 時：11月27日(火) 10:00～16:30(受付9:40より) 
 場 所：立川市総合福祉センター 2階 視聴覚室 立川市富士見町2-36-47 
 対 象：福祉・保健・医療施設、NPO、社会教育施設等においてボランティアの担当をしている 

     スタッフで、担当になっておおむね1年未満の方。 
 定 員：40名(先着順) 
 参加費：5,000円(JVCA正・準会員 割引価格4,500円) 
 主 催：NPO法人 日本ボランティアコーディネーター協会(JVCA) 
 後 援：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 
     社会福祉法人福生市社会福祉協議会 ふっさボランティア・市民活動センター 
 申込み：参加申込書をＦＡＸかメールで下記までお送りください。先着順に受付いたします。 

     定員に達した時点で締め切らせていただきますのでご了承ください。 
     ※受講いただける方には、後日、受講票と払込取扱票をお送りします。 

     定員を超えてお断りする場合にはＦＡＸか電話でご連絡いたします。 
 問合せ：NPO法人 日本ボランティアコーディネーター協会(JVCA) 
 申込先：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂2-13 七福ビル32号室 

 03-5225-1545(日・祝・月閉所) Fax03-5225-1563 
          E-mail：jiva@jiva2001.org   URL： http://www.jvca2001.org 
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■外国人のためのリレー専門家相談会（無料） 
 弁護士、行政書士、医師、教育相談員などによる専門家相談。ビザ・在留資格・社会保険・労働・教育・

生活などの相談ができます。当日は、8ヶ国語のボランティア通訳者がいります。また、お子さまの保育も

ありますので、お気軽にご相談に来て下さい。事前の予約はいりません。 

 

 日 時：12月2日(日) 13:00~15:30(受付15:00まで) 
 場 所：立川市女性総合センターアイム5階(立川市曙町2-36-2) 
 問合せ：NPO法人 たちかわ多文化共生センター(TMC) 

 /Fax042-527-0310   
   E-mail：tmc@poppy.ocn.ne.jp URL：http://www.tmc.or.jp 

 共 催：立川市・東京都国際交流委員会・東京外国人支援ネットワーク 

 通訳ボランティア：中国語、英語、ハングル、タガログ語、ロシア語、 

          スペイン語、ポルトガル語、フランス語 
          ※その他の言語についてはお問合せ下さい。 

●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● 

■介護予防教室「認知症と間違えやすい病気と症状」 
 高齢者のかかりやすい病気の中には、認知症によく似た症状を示すものがあります。認知症と間違えや

すい病気と症状について、専門の先生よりお話をうかがいます。参加費は無料です。 
 
 講 師：井原一成さん(東邦大学医学部 公衆衛生学教室) 
 日 時：12月8日(土) 15:00～17:00  
 場 所：立川市市民会館 第7会議室(立川市錦町3-3-20) 
 問合せ：にしき福祉相談センター  042-527-0321(担当：大友さん) 
     南部東はごろも地域包括支援センター 042-523-5612(担当：田中さん・浜田さん) 
     ※事前の申込みは不要です。 

■自立生活体操クラブ・西砂 会員募集中♪ 
 自分のために身体を動かす生活を始めてみませんか。筋力トレーニングで腰痛や膝痛をカバーし、血液

の循環もよくなり、体脂肪を燃やし、健康寿命を延ばすことができるのです。運動が苦手な方でも、イス

を使って安全に楽しく行えるので、男女年齢を問わず、どなたでも参加できます！ 

 

日 時：11月2日～11月30日まで水曜日の(西砂学習館)・金曜日(西砂会館) 13：30～15：00 
    ※開催日、場所の詳細についてはお問合せ下さい。 

持ち物：動きやすい服・運動靴・飲料水 
会 費：入会金500円 月会費1500円(月4回) 
講 師：NPO法人 健康体操指導ワーカーズ・理事長 

    小川葉子さん(健康運動指導士・ADL対応型高齢者体操公認指導員) 
問合せ：自立生活体操をひろめる会・立川支部 042-519-3273(担当：竹原さん) 

●   ●   ●   ひと・モノ・募集  ●   ●   ● 

立川マック バザー用品募集のお願い 
 今年も駒木野病院で11月18日(日)開催の「ふれあい祭り」バザーに参加します。現在、出店に向けて、バ

ザー品を募集しています。立川マックにご持参下さるか、恐れ入りますが宅急便などでお送り頂ければあり

がたいです。またご一報頂ければ、受け取りにも参ります。 

 ＜バザー品の内容について＞ 
 衣類(新品、又はクリーニングに出してあるもの) 
 未使用の日用品、雑貨等(食器、洗剤、タオル、靴、ぬいぐるみ等) 
 食料品(日持ちのするもの～コーヒー、砂糖、お茶、油、乾物、缶詰等) 

問合せ：立川マックを支える会  立川市錦町3-12-16ハイネス立川108 
    /Fax 042-521-4976 (担当：藤崎さん) 
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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● 

「帰宅困難者図上体験訓練」開催報告 
 

 去る10月13日(土)、栄町グッドネイバーをすす

める会と共催で、幸学習館にて「帰宅困難者図上

体験訓練」を開催しました。23名の参加者があ

り、新宿から立川までの帰路を地図上で辿りまし

た。途中で橋が落下、靴擦れがした、歩いていた

ら真夜中になった、などの困難を想定していきま

した。「帰宅困難者」というとまだあまり市民に

浸透していないかも知れませんが、誰でも外出先

で災害に遭遇したときには、冷静に事態に対処を

する必要があるので、内容の濃い訓練でした。帰

宅困難に限らず、これからも訓練の切り口を工夫

して、住民の皆さんに健全な危機感を身体に身に

つけてもらえる機会を設けていきたいです。 

 アンケートでは、「これからお住まいの地域で

必要と思われるものは何か」という質問をしまし

た。それに対して 

・皆さんの防災意識を高めることから始めたい。 

・立川を通過する人たちのために幹線道路以外に  

 も位置の分かる標識や目印が必要 

・自分の地域防災マップを作成したい 

・高齢化している地域にあわせた訓練をしたい 

など、今後の活動につなげるヒントを頂くことが

できました。 

  

 また、防災の取り組みや知識に「この訓練を受

ければOK」「コレさえ持っていれば安全」という

ものは有り得ません。自治会や学校、企業の単位

で定期的に防災の取り組みをしたり、話合ったり

する機会を絶やさないことが大事です。 

 コーディネーターとしては、今回のような取り

組みを通して防災に関心のある方にお集まり頂

いて、一緒に啓発活動や防災企画作りをするこ

とが必要だと思っています。このような活動に

ご関心のある方は是非センターにお問合せ下さ

い。 

 

 

 

｢野良｣猫の問題と災害時のペット保護

の課題を地域の力で解決！ 
  

 栄町の自治会長さんにヒアリングを順次させ

て頂く中で「地域の課題」として出てきたのが

飼い主のいない猫の問題でした。そこで立川市

自治会連合会栄町支部さんとの共催でシンポジ

ウムを開催することになりました。詳細は当セ

ンターホームページをご覧下さい。 

 日時 平成19年11月3日(土)13：30より 

 場所 さかえ会館 集会室にて 

 講師 「地域猫」の普及活動、災害時の動物  

    保護活動、動物の愛護活動をしている 

    団体より3名の方にお話して頂きます。 

 ※参加費・申し込み不要で、お子さんにも分  

  かりやすくお話します。 

  

去る10月1日に、「市民劇団キャラバンG ビデオ・脚本頒布会 

事務局(責任者：坂本弘氏)｣さんから、悪質商法撃退キャラバンの 

DVD及び脚本集の寄贈を100セット受けました。 

センターでは、各地の人々が振り込め詐欺や訪問販売被害などの 

悪質商法の被害が減り、各地で啓蒙活動が起こるよう、 

都内の社会福祉協議会へ送付させていただきました。 

このDVDや脚本集に関心がありましたらお問合せ下さい。 

 

 問合せ：市民活動センターたちかわ  

     042-529-8323 

みんなの力で!街から悪を追い払いましょう！ 
～悪質商法撃退キャラバンDVD・演劇脚本集の寄贈を受けました～ 

｢地域づくり」～地域福祉コーディネーター活動報告～ 

5,6人くらいの 

テーブルを囲 

み、盛り上がり 

ながらの訓練 
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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 

洋菓子のお店 プルミエール・カフェ・グリーンズ 

◆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。 


