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＜＜ 今月号のもくじ ＞＞ 

人とまちをつなぐ幸町地域懇談会 

■幸町地域懇談会って何？ 
懇談会と聞くと難しい・堅いというイメージ

を持つ方もいると思います。しかし、この会は

学生から参加でき、無理なく楽しく話し合い、

一緒に行動することを大切にしています。そし

て、より暮らしやすいまちにするためにどうし

たら良いのかを皆さんで話し合い、具体的な取

り組みにつなげています。 

全ての問題を解決することは難しくても、一

つ一つ大切に取り組んでいきたいと思っていま

す。是非お友達やご近所の方をお誘いあわせの

上、ご参加ください！！ 

受付などのお手伝いをしてくださるボラン

ティアも募集しています。 

 

■今どんなことしてるの？ 
参加者から｢人がつながることのできる機会を

つくりたい。｣｢同じまちに住んでいても、家か

ら少し離れると行ったことのないところばか

り。｣｢住んでいる地区以外の取り組みを知りた

い。｣という声をいただき、幸町に住む人の出会

いの場になるような｢夜回り活動｣を開催するこ

ととなりました。 

 

            

             

            

 

 

これまで幸町6丁目、2丁目で開催し、それぞ

れ地域の方々にご協力いただき好評をいただい

ております。 

 

■次はいつあるの？ 
12月1日 (火 )19:00～21:00、幸町団地に集合

し、夜回りをスタートします。夜回りはもちろ

ん、団地の活動を伺ったり、至誠キートスホー

ムの栗原園長に施設のご紹介などをしていただ

きます。 

 また、当日は有志を募って夜回り後に懇親会

を行う予定です。 

※参加を希望される方は市民活動センターへ  

 お申込ください。 

お茶やお菓子を食べな

がら、和やかな雰囲気

で話しをしています。 

探検に出るみたいで皆

わくわくして、集合の20

分前に全員集りました。 
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ふれあいミュージックフェスティバル2009開催のお知らせ 

■今年もふれあいミュージックフェスティバルを 

  開催します！ 

 

 ふれあいミュージックフェスティバルは、障害

のある方や小さなお子さん連れの方でも、誰もが

一緒に楽しむことのできるコンサートです。 

 東京ガス㈱や国立音楽大学の協力のもと、今回

で17回目を迎え、毎年1,000名以上の来場者から好

評をいただいています。 

 今年は、『今年もブラス!ブラス!!ブラス!!!』

というサブタイトルの通り、昨年度好評をいただ

いた40名以上の規模で構成される国立音楽大学ウ

インド・オーケストラのみなさんによるブラスサ

ウンドをお届けします。 

 また、休憩時にお楽しみ抽選会も行ないます。

一足早いクリスマス気分を味わいに、ぜひお越し

ください。 

 なお、当日の運営ボランティアも募集していま

す。主な活動内容は、会場内の案内や誘導、車椅

子利用の来場者の介助などです。 

 ご協力いただける方は、市民活動センターたち

かわまでご連絡ください。 

■市内施設でのプレコンサート 
 

 プレコンサートとは、当日ふれあいミュージッ

クフェスティバルにお越しいただくのが難しい、

施設を利用されている高齢者や障害のある方のた

めに、施設などへお伺いして開催するコンサート

です。本コンサートと同様、国立音楽大学の学生

さんにご協力をいただき、市内7ヶ所の施設などで

開催しています。 
 プレコンサートの先陣を切ったのは、障害のあ

るお子さんを対象とした「スマイルくらぶ」。ク

ラリネットとフルートによる演奏でした。童謡や

ジブリの曲は大人気で、中には立って踊りだすお

子さんも！普段、あまり見ることのないめずらし

い楽器に触れることもでき、皆、楽しいひと時を

過ごしたようです。  

 

 

 

日 時 12月20日(日) 14:00～16:00(開場13:15) 
場 所 国立音楽大学 講堂大ホール 

    (立川市柏町5-5-1) 
参加費 無料(要整理券) 
申込み 電話・Fax・E-mailのいずれかでお名前 

    ・ご住所・電話番号・整理券の希望枚数 

    を下記申込み先へお知らせください。 

    折り返し入場整理券を郵送にてお送りい 

    たします。 

    市民活動センターたちかわ 

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

■9月19日(土) 

 スマイルくらぶ 

素敵な演奏をしてく

れた音大の学生さ

んに、子どもたちか

らお花のプレゼント

がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 プレコンサートは、今後も各施設で開催してい

きます。 

 12月20日の本コンサートが楽しみですね！ 

 

 

■10月3日(土) 

特 別 養 護 老 人

ホーム・敬愛ホー

ムでの様子。 

■9月20日(日) 

老人保健施設わ

かばでの様子。 

この日は敬老会

でした。 



平成21年度 市民活動センターたちかわ助成事業(後期)審査結果 
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市民活動センターたちかわ助成事業（後期）の審査結果 

No. 団体名 申請区分 申請内容 助成額 

1 そば打ち友の会 立ち上げ資金 
施設での手打ちそばの提供や、麺打ち体

験講座に関わる経費 
\ 50,000   

2 石田倉庫の住人 市民交流事業 
「石田倉庫のアートな2日間」に関わる経

費 
\ 100,000  

3 子育て支援ボランティア ミニトマの木 
社会福祉に関

する普及活動 

団体の普及活動のためのリーフレット増

刷に関わる経費 
\ 39,000  

4 和太鼓 趣 市民交流事業 
伝統芸術を伝承していく後継者育成に関

わる経費 
\ 100,000  

5 ペットを災害から守る市民の会 市民交流事業 
動物と市民のための防災情報提供・啓発

に関わる経費 
\ 83,858  

6 中途失聴・難聴者「つばさの会」立川 
社会福祉に関

する普及活動 
団体の案内・チラシの作成に関わる経費 \ 44,850  

7 おはなしたまご 立ち上げ資金 
「めざせ！読み聞かせの達人」に関わる

経費 
\ 50,000  

8 
NPO法人高齢社会の食と職を考える

チャンプルーの会 
市民交流事業 

親子の居場所「にじのたまご」に関わる経

費 
\ 100,000  

9 立川市手をつなぐ親の会 市民交流事業 
スプリングファミリーコンサート「HAPPY 

SET LIVE」に関わる経費 
\ 100,000  

10 親子ダンスサークル mommy＆kids 立ち上げ資金 
ダンスを通して、子育て中の母親の孤立

を防ぐ活動などに関わる経費 
\ 50,000  

11 ダンスサークル ストリート 立ち上げ資金 
ダンスを通して、高齢者の健康維持や多

世代交流を図る活動に関わる経費 
\ 50,000  

12 チャイルドラインたちかわ 
社会福祉に関

する普及活動 

市民向け学習会～子どもと向き合う～に

関わる経費 
\ 48,200  

13 Body and Soul 立ち上げ資金 
思春期の子どもたちの性の健康講座に

関わる経費 
\ 50,000  

14 西砂・一番市民活動ネットワーク 立ち上げ資金 
オープンガーデン「茶ぞっぺ」継続におけ

る花苗の植え込み等に関わる経費 
\ 50,000  

15 立川市食器再使用推進協議会 立ち上げ資金 
食器再使用推進の普及・啓発等に関わる

経費 
\ 50,000  

16 地域デイサービス テイクオフ 市民交流事業 
地域の方が気軽に楽しく参加できる活動

に関わる経費 
\ 48,750  

  合計     \  1,014,658  

 平成21年度の市民活動センターたちかわ助成事

業(後期)は、17団体からの申請をいただきました。

1団体は、会費での運営が可能とのことで、申請取下

げとなりましたが、16団体は、下記のように助成す

ることが決定しました。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登録グループ

(http://act.annex-tachikawa.com/)のページをご覧

下さい。 

 審査会では、「団体の活動が地域や社会に還元さ

れているか」「不特定多数の市民を対象とした活動

か」「審査委員自身が団体に代わって、市民に納得

した説明ができるか」を常に問いながら議論を行

なっています。お金の支援を通じて、団体と共に、

誰もが安心して楽しく幸せに暮らせるまち“立川”

を目指していきたいと考えています。 

 また、10月には、助成事業改善のためのアンケー

トを実施し、登録団体のみなさまより様々なご提案

をいただきました。今後は、皆様からの声を反映し、

より市民活動が活性化されるような助成事業を目

指していきます。 



  

～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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★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 

～ 

1 

29 

日 

日 

(日) 

(日) 

みんなの展示場 

 小山道夫の「人物クロッキーデッサン展」 

みんなの展示場 

中村洋久絵画館 

P.4 参照 

 4 日 (水) 子どもの権利ってなあに？ 女性総合センターアイム P.5 参照 

 7 日 (土) 赤木かん子のかならず成功する読みきかせ講座 たまがわ・みらいパーク 〃 

 14 日 (土) テイクオフ祭り 地域デイサービス テイクオフ 〃 

 22 日 (日) 映画『チスト～みどりのおやゆび～』 女性総合センターアイム 〃 

 26 日 (木) 子どもたちの未来を考える 立川市市民会館 P.6 参照 

 28 日 (土) 子育てフォーラム～子守唄の調べにのせて～ 〃 〃 

12月 

～ 

5 

23 

日 

日 

(土) 

(祝) 

みんなの展示場 

 田中伶の「漫画おもしろイラスト展」 

みんなの展示場 

中村洋久絵画館 

P.4 参照 

 6 日 (日) 荒川知子ファミリーアンサンブル 幸学習館 P.6 参照 

 6 日 （日） 舞台公演『陽気なハンス』 立川女子高等学校 〃 

 

～ 

24 

29 

日 

日 

(火) 

(日) 
立川市障害者週間 〃 〃 

■みんなの展示場からのご案内 
○11月展示 小山道夫の「クロッキーデッサン展」 

 新潟の災害などで、ボランティア活動の一環と

して、被災者を元気づけるための作品展示などを

開催。 

 今回は、長年人物をデッサンした10号～16号程

度の作品約30点を展示します。 

 

 日 時：11月1日(日)～29日(日) 
     上記期間の土日祝日10:00～16:00 
 

○12月展示 田中伶の「漫画おもしろイラスト展」 

 20代の若者の作品展。CDのカバーイラストや車

のステッカー、要望に沿って車のイラストなどを

描くなど地道な活動を続けている。 

 今回は、それらの原画や漫画のイラスト約50点
を展示します。 

 日 時：12月5日(土)～23日(水・祝) 
     上記期間の土日祝日10:00～16:00 
 

○展示作品等募集 

 個人、団体は問いません。自ら手掛けた作品の

発表の場です。現在、展示作品を募集しています

(展示無料)。 

 生涯学習の場も5教室 

(絵手紙、スケッチ、書画、 

ちぎり絵、デジカメ)を開 

催しています。作品展示 

及び各教室については、 

下記へお問合せください。 

 

 問合せ：みんなの展示場 中村洋久絵画館 

     〒190-0022 立川市錦町5-16-9 
     ＆Fax：042-524-4702(中村さん) 
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■「子どもの権利ってなあに？」 
 子どもの権利条約が国連総会で採択されて20
年、日本が批准してから15年が経ちました。 

 しかし、いじめや虐待など子どもを巡る事件は

あとを絶ちません。子ども達にとって「生きやす

い社会」は実現できてきたのでしょうか？ 

 「権利を尊重するってどういうこと？」「子ど

もはわがままにならないの？」「今、私たち大人

にできることは何？」「子どもにやさしいまちに

するには何が必要？」子どもの権利について「基

本の“き”」を知ることのできる講座です。お誘

い合わせの上ご参加ください。 

 
 日 時：11月4日(水) 19:00～21:00 
 場 所：女性総合センターアイム 5階第3学習室 
 講 師：荒牧 重人さん（山梨学院大学教授） 
 定 員：40名（定員になり次第締切り） 
 費 用：500円 
 申込み：お名前、ご連絡先を明記し、Faxで下記 

     へお申込みください。 
     チャイルドラインたちかわ事務局 
     ＆Fax：042-531-5927 

■映画『チスト～みどりのおやゆび～』 
 8歳になったチストは小学校に行くことになりま

したが、居眠りばかりです。そこで両親はチスト

のために、実際に物事を観察して覚えさせようと

したのです。その最初の日、チストは不思議な力

を発見しました。でも、大人たちにはわかっても

らえそうにないので、秘密にしておきます。ある

日、戦争が始まりそうになってしまいました。と

ても心配です…。乞うご期待を。 

 

 日 時：11月22日(日)  

     ①10:00～ ②12:20～ ③14:40～ 
 場 所：女性総合センターアイム(曙町2-36-2) 
 定 員：196名 
 費 用：3歳以上大人・子ども同額 

     前売券800円(当日券1,000円) 
 申込み：立川親と子のよい映画を見る会(岡野さん) 
     042-535-2966 
     mokano@sannet.ne.jp 

■赤木かん子の 

  かならず成功する読みきかせ講座 

全国の学校や図書館で児童サービスの指導をお

こなっている赤木かん子さんを講師に子どもの心

をひきつける楽しい読み聞かせの方法を教わりま

す。 

 

 日 時：11月7日(土) 13:30～15:30 
 場 所：たまがわ・みらいパーク 

     ほんの部屋(立川市富士見町6-46-1) 
 定 員：40名 

 費 用：資料代500円(要予約) 
 申込み：おはなしたまご(木村さん) 
     ＆Fax：042-525-5378 

■テイクオフ祭り 
 活動を紹介するビデオや、メンバーの作品展示

をした休憩室もあります。来てくださった方々、

近所の皆さん、そしてわたしたちも“みんなで楽し

く過ごそう！”という一日です。 

 
 日 時：11月14日(土) 11:00～15:30 
 場 所：テイクオフ(立川市高松町1-20-5) 
     ※多摩都市モノレール高松駅より5分 
 内 容：＜販売＞ 

     朝取り野菜、米、手作り品、不用品、 

     古着など 

     ＜模擬店＞ 

     フランク、焼き菓子、豚汁、焼きそば 

     など 

     ＜その他＞ 

     ゲーム、スライム作り、牛乳パックの 

     めんこ作りなど 
 問合せ：テイクオフ(鹿田さん) 
     042-527-9203 

■立川市障害者週間 
 立川市では今年の「障害者週間」を11月23日
(月・祝)～29日(日)とし、下記日程で啓発イベント

を行ないます。障害のある方もない方もお気軽に

お越しください。 

 

 日 時：11月24日(火)～29日(日) 
 場 所：女性総合センターアイム ギャラリー 

 内 容：①福祉制度や福祉マップなどの展示 

     ②福祉機器の展示や相談など 

     ③出張窓口相談※24日(火)～28日(土) 
      ※障害福祉課職員 10:00～16:00 
       ピア・カウンセラー 14:00～16:00 
     ④パンフレット・作品展示による市内 

      福祉団体の紹介 

     ⑤車イス・アイマスク体験 

      ※28日(土)14:00～16:00 
 問合せ：立川市障害福祉課(畠山さん) 
     042-529-7100／Fax：042-529-8676 
     NPO法人 自立生活センター・立川 

     福祉ホットライン(鶴園さん) 
     042-526-1418 
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■児童虐待防止月間記念セミナー 

  「子どもたちの未来を考える」 
大人のかかわりは、乳幼児期の子どもの心身の

発達にどのような影響をもたらすのか、シンポジ

ストの先生たちと一緒に子どもたちの未来に向け

て考えていきます。 

 
 日 時：11月26日(木) 18:00～20:40 
 場 所：立川市市民会館 小ホール(錦町3-3-20) 
 費 用：無料 

 定 員：280名(申込順) 
 申込み：至誠学園(土居さん) 
     042-524-2601／Fax：042-524-2367 
     info@shisei.org 

■人権コンサート 

  「荒川知子ファミリーアンサンブル」  
 「荒川知子ファミリーアンサンブル」はダウン症

の荒川知子さんのリコーダー演奏を中心に、お父さ

んのフルートとリコーダー、お母さんのピアノなど

による「家族の演奏団体」です。2001年より仙台

での『とっておきの音楽祭』に参加してから、すで

に日本各地で活躍されています。ケーキやクッキー

を作って働きながら♪みんなしあわせ♪と明るい笑

顔で、立川にもやってきてくれます。お父さん、お

母さんと三人での心をこめての演奏です。 

 
 日 時：12月6日(日) 15:00～16:00 
 場 所：幸学習館2階講堂(幸町2-1-3) 
 定 員：130名(申込順) 
 申込み：幸学習館 ※11月10日より受付 
     042-534-3076 

■舞台公演『陽気なハンス』 
 中世ドイツを舞台に、主人公“ハンス”が、知恵

と勇気でいじわる夫婦から少女・マルチーネを助け

るお話。360度開放の舞台とめずらしい古楽器の生

演奏も魅力！この機会にぜひご鑑賞ください。 

 
 日 時：12月6日(日) 14:30開演(14:10開場) 
 場 所：立川女子高等学校 体育館(高松町3-12-1) 
 費 用：1,600円(4歳以上同額) 
 対 象：4歳以上 
 申込み：NPO法人立川子ども劇場(とまつさん) 
     ＆Fax：042-526-0731 

■コミュニティビジネス（CB）フォーラム 

   inこだいら～まちを元気にする仕事あります～  
 コミュニティビジネスってなに？コミュニティ

ビジネスでまちがどう変わるの？ 

 団地のお母さんたちや地域のクリエイターが古

い団地の再生に活躍する先進事例をはじめ、ご近

所も巻き込んだ商店街のパワーアップ作戦や、

「ないなら作ろう」と子育て支援に立ち上がった

女性たちのチャレンジなど、コミュニティビジネ

スの「今」をご紹介します。 
特別な誰かではなく、あなたが、あなたの暮らす

まちで、できる何かを発見するフォーラムです。 

 
 日 時：11月15日(日) 14:00～16:45 

 交流会 17:00～18:00 
 場 所：嘉悦大学カエツホール 

     (小平市花小金井南町2-8-4) 
 費 用：無料(交流会2,000円) 
 申込み：「お名前、ご住所、お電話、所属、交 

     流会への参加の有無」を添えて、11月 

     11日(水)までに下記へ。(申込順) 
     NPO法人 Mystyle＠こだいら事務局 

     (竹内さん) 
     042-348-8456／Fax：042-348-8457 
     info@mystyle-kodaira.net 
     以下のページのフォームより。 

  http://mystyle-kodaira.net/cat3/cbforum.html 

■子育てフォーラム～子守唄の調べにのせて～ 

 朗読劇「天女の唄」、鼎談、ゆりかごのうたなど

子守唄のコンサートを開催します。 

 
 日 時：11月28日(土) 13:30開演(13:00開場) 
 場 所：立川市市民会館 大ホール(錦町3-3-20) 
 費 用：無料 ※キッズルームあり(要予約) 
 申込み：NPO法人日本子守唄協会 東京支部 

     042-539-3948／Fax：042-539-4646 
     tokyo@komoriuta.jp 
     URL：http://www.komoriuta.jp      

■ボランティア大募集！！ 
  立川市砂川公園環境美化グループの会 
 当会では毎月、市民や学童などの会員が楽しく

清掃活動をしています。現在、参加して頂けるボ

ランティアを募集中！休憩所や昼食もあります。 

 
活動日：毎月第2日曜日 10:00～12:00  

    ※雨天時は第3日曜日 
問合せ：立川市砂川公園環境美化グループの会 

    ＆Fax：042-537-1614(藤田さん) 
    ※水曜日不在 
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■どんな所？ 
「LaLaLa柏」は、障害のある利用者の方々にさま

ざまな業務を通じて就労の機会を提供していま

す。そして、一般就労を目指す方にとっては訓練

する場でもあります。とても活気があり、明るい

雰囲気の中利用者一人ひとりに適した作業をして

います。 

 

■何をしているの？ 
○キャップの貯金箱推進ネットワーク協働事業 

 ペットボトルのキャップをリサイクルするため

の仕分け作業を行っています。その収益の一部は

認定NPO法人世界の子どもたちにワクチンを日本

委員会を通じ世界の子どもたちのワクチンになり

ます。 
 

○昭島市委託下請け事業 

 プールの清掃作業を行っています。 
 

○スポーツ施設の管理委託事業 

 一番町少年野球場、砂川中央区北野野球場、 

 砂川中央区多目的広場、支所東野球場など 

  センター登録団体のご紹介 NPO法人SPORTS・ACT LaLaLa柏 

地域福祉コーディネーター活動報告 

○食品加工事業(菓子製造業許可済み) 
 地元の農家や果樹組合と協働し果物を利用した

ブルーベリージャム等を作っています。 

 

■お知らせ 
・キャップの回収BOXがあります。営業時間外で  

 も受け付けておりますので、回収にご協力くだ 

 さい。 

・食品加工の依頼を受け付けておりますので、ぜ  

 ひ一度ご相談ください。 

災時に役に立つもの、危険なものを地図に落とし

ていきます。例えば途中の公園にある防火水槽、

電信柱の立ち方、消火器などは必ずチェックする

ところです。 

 同時に、チェックポイント表には「自治会長の

家」や「自治会の集会所」というのもあります。

発災時の資源には、人的資源というのも重要で、

「元水道局職員」「車の修理工」「建設業関係

者」なども可能なら地図に落としたいところで

す。これは地元の自治会長さんが案内して下さる

のでとても助かります。 

 コースを回ったあと、「その地域の組織などに

も目を向けていけるように高校生と関わろう」と

いう打ち合わせをしました。自治会役員さんか

ら、高校生も発災時には主力となって地域で活動

をしてもらえるように、また自治会活動などの重

要性、困難などについてもお話してもらいます。

その内容ももちろんですが、自治会役員さんと直

接お話することで、高校生が地元に戻ったときに

いつもとは違った目で地域を見てくれると嬉しい

と思います。 

 ご協力いただくファシリテーターの皆さん、本

当にお世話になります！  

＜問合せ＞ 
NPO法SPORTS・ACT 
LaLaLa柏 
                                              
〒190-0022 
立川市柏町4-66-3 

＆Fax：042-537-8547 

■自治会の防災活動と高校生 
 北多摩高校の奉仕体験で「防災」をテーマにし

ているグループがあり、プログラム作りと進行の

お手伝いをしています。11月に、プログラムの一

環で防災のまち歩きとマップ作りを予定していま

すが、小グループに分かれた時に防災の視点で街

を案内するファシリテーターが数名必要です。そ

こで栄町で防災の取り組みをさせていただいた、

学校に近い自治会の役員さん達にもご協力をいた

だくことにしました（昨年度から、自治会の班単

位で懇談会を開き、そのエリアで車椅子を使用し

て生活している方と住民の方をお引き合わせする

などの活動をしています）。 

■下見と打ち合わせ 
 10月末、お願いし 

た役員さんに来校し 

ていただき、下見と 

打合せをしました。 

 まず、コース作り 

を相談して約1時間 

20分の道程を設定、 

地図を持って出発で 

す（写真）。 

 学校を出発し、注目すべきポイント、つまり発 


