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市民活動センターたちかわ

市民活動センターたちかわ
は、ボランティアやＮＰＯ・地域
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うちの会社も市民です ～地域の“絆”を生み出す企業の取り組み～
日 時：平成23年12月3日(土) 13:30～16:00
場 所：立川市役所101会議室
(立川市泉町1156-9)
内 容：①基調講演「企業とまちづくり」
高橋陽子さん
(日本フィランソロピー協会 理事長)
②事例報告・パネルディスカッション
南谷尚さん(㈱弘久社)
長島剛さん(多摩信用金庫)
調整中
高橋陽子さん ※コーディネーター
参加費：無料
定 員：80名(申込順)
申込み：市民活動センターたちかわ
042-529-8323
Fax:042-548-1724
aiaivc@whi.m-net.ne.jp

3 月 11 日 に 起 き た 東 日 本 大 震 災 以 降、地 域 の
“絆”が見直されています。
市民活動センターたちかわでは、これまで地域
住民や市民活動団体・ボランティアグループへの
お手伝いを行い、地域の中で人と人がつながるた
めのお手伝いをしてきました。しかし、多様化し
ている社会の中で絆を生み出していくことは容易
ではありません。この課題に取り組むため、当セ
ンター運営委員会で議論を重ねた結果、ひとつの
キーワードとして「企業」の取り組みにヒントが
あるのではないかという声があがりました。
本来、企業は営利活動を目的とした経済活動を
行う団体ですが、最近では、社会貢献活動や地域
貢献活動を積極的に行う企業も増え、まちの活性
化を担う一員とも言えます。
そこで、積極的に貢献活動に取り組む企業の支
援を行っている日本フィランソロピー協会理事長
の高橋陽子さんをお招き
してシンポジウムを開催
します。企業も一市民と
して、地域の中で絆を生
み出していくための方法
を探ります。

＜＜

今月号のもくじ

＞＞

○うちの会社も市民です
～地域の“絆”を生み出す企業の取り組み～
○ふれあいミュージックフェスティバル2011
開催のお知らせ
○平成23年度市民活動助成(追加募集)助成団体
が決定
○東日本大震災・社会福祉協議会の取り組み
○これから始める地域の支えあい
(さいわい町地域懇談会)
○情報コーナー
○地域福祉コーディネーター活動報告
栄町・若葉町／上砂町・一番町・西砂町
○立川市社会福祉協議会 ふれあい相談

ある企業が行った、高齢者
施設での車イス修理と清
掃 を す る活動 の 様 子。施
設を利用されている方から
の「ありがとう」が社員の「ま
たやりたい!!」につながる。
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ふれあいミュージックフェスティバル201１ 開催のお知らせ
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㈱の特別協賛をいただき、今回で19回目を迎
えます。毎年1,100名以上の来場者があり、好評を
いただいています。
今年は、『クリスマス名曲集』ということで、
「サンタが街にやってくる」や「きよしこの夜」
など、クリスマスの曲を、40名以上の規模で構成
される国立音楽大学くにたちウィンズのみなさん
によりお届けします。
ご家族やお友だちとクリスマス気分を味わい
に、ぜひお越し下さい。

時：平成23年12月24日(土)
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：11月1日(火)より、電話･Fax･E-mailのいず
れか。氏名･住所･電話番号･希望枚数をお知
らせください。
2 週間程度で入場整理券を郵送いたします。
なお、定員になり次第締切らせていただきま
す。
市民活動センターたちかわ
042-529-8323
Fax:042-548-1724
aiaivc@whi.m-net.ne.jp

国立音楽大学講堂大
ホールにて開催される
ふれあいミュージックフェ
スティバル

日

平成23年度 市民活動助成（追加募集）助成団体が決定
から新しい助成制度へと生まれ変わりました。4月
の申請では、14団体(助成総額700,000円)への助成
が決定しました。この度、追加募集を行い、市民
による審査会を経て、新たに下記5団体(助成総額
250,000円)へ助成することが決定しました。

市民活動センターたちかわでは、立川市社会福
祉協議会の使命でもある“誰もが安心して楽しく
幸せにいきいきと暮らせるまち「立川」”をより
効果的に推進していくために、市民の皆様からい
ただいた会費や寄附金を原資として、ボランティ
アグループや市民活動団体への助成を行っていま
す。
本助成事業は、団体へのアンケート調査などか
らいただいたお声を基に平成22年度の1年間をか
け、市民による審査会で議論を重ね、平成23年度
No.

団体名

1 地域デイサービス

助成団体の活動内容につきましては当センター
ホームページの団体一覧ページをご覧ください。
http://www.tachikawa-shakyo.jp/skct/

申請区分

テイクオフ

2 シャンソンクラブ りら
3 立川市ラジオ体操協会

申請内容

地域の方も気軽に楽しく参加できる表
現あそび事業

事業継続支援

助成額

\ 50,000

事業継続支援 シャンソンクラブ りらコンサート事業 \ 50,000
ファースト
ステップ

ラジオ体操の啓発・普及による健康増
進とまちづくり事業

4 立川親と子のよい映画をみる会

事業継続支援 2012年新春のつどい学習会事業

5 和太鼓 趣

事業継続支援

東日本大震災復興支援・和太鼓交流演
奏会事業
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\ 50,000
\ 50,000
\ 50,000

東日本大震災・社会福祉協議会の取り組み
■避難者の孤立化防止事業

■職員の被災地派遣

東京都内には、被災地より多くの方々が避難さ
れてきています。立川市内には、約90世帯が避難
されています。突然の災害によって、見知らぬ土
地で生活することになった被災者の皆様には、大
変なご苦労と不安があることと思います。
その不安を少しでも取り除き、孤立することが
ないように、生活する地域の実情に応じて、個別
訪問活動やサロンの設置などを行い、相談の窓口
となる担当者を配置しました。
東京都の受入被災者福祉相談窓口や民生委員・
児童委員、自治会、地域包括支援センターなどと
協力して、孤立化防止事業を進めてまいります。

立川市社会福祉協議会は、東京都社会福祉協議
会（東社協）と、「災害時相互支援に関する」協
定を結んでいます。この協定は、「関東甲信越静
ブロック都県指定都市社会福祉協議会災害時の相
互支援に関する協定」（関ブロ協定）に基くもの
で、関ブロ→東社協→各市区町村社協と派遣の要
請が行われます。
その要請に応じて、福島県相馬市、いわき市、
郡山市、宮城県東松島市などの被災地へ職員を派
遣し、災害ボランティアセンターの運営支援や、
都民ボランティアの活動支援、貸付業務支援など
を行いました。

■立川市物資受付などへの協力
発災後、立川市では救援物資の受付を行ってい
ました。その物資受付と、競輪場での被災者受入
のためのボランティア募集の依頼を受け、その
コーディネートを行いました。物資受付のボラン
ティアは、市民活動センターたちかわより関係団
体へ協力を依頼し、6団体（SeRV、立川市明るい社
会をつくる会、立川市災害ボラティアネット、そ
ば打ち友の会、たちかわパソコン倶楽部、東京立
川断酒新生会）の協力を得ました。

これから始める地域の支え合い(さいわい町地域懇談会）
■日ごろからの｢つながり｣が大切！

■今はどんなことやってるの？

「もし立川で大きな災害が起きたら・・・。あな
たを助けてくれるのは誰ですか？」
阪神・淡路大震災の際には、救助した方の8割が
地域の住民だったそうです。
助け合い、声を掛け合うには、隣に住む人がど
んな人で、どんな事情を抱えているのかを知って
いることが大切です。
さいわい町地域懇談会では、幸町にお住まいの
方や地域にある団体・施設などの方々にお集まり
いただき、より暮らしやすい街にするためにどう
したらいいのかを皆さんで話し合い、地域課題の
解決に向けて取り組んでいます。
どなたでも参加していただけます。

防災を大テーマにして、人のつながりをつくる
ために、講座やまち歩きを行っていこうというこ
とになりました。
＜前回で出された意見＞
・立川断層の話しを聞きたい。
・立川断層を見てみたい。
・震災の時にどう動けばいいのか、そしてその
備えを知りたい。
・地域の事業所と連携ができないか。
・まち歩きをするのがいいのではないか。
次回は、断層に関する講座と事業所との連携に
ついて話し合います。
日 時：平成23年11月18日(金)
場 所：幸学習館 第一教室

19:00～21:00

※毎回、楽しく、和やかな雰囲気の中で話をして
います。

毎回、たくさんの意
見が出されます。

●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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～イベント・講習・講座・ボランティア情報など～
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

●

●

●

■地域デイグループ スマイルくらぶ
■第8回児童虐待防止月間記念
「スマイル コンサート」
至誠学園開設60周年記念セミナー
私たちは高松町で活動している、知的障害児・者
のための地域デイサービスグループ“スマイルくら
ぶ”です。
“スマイルくらぶ”が移転してきて、まもなく3年
が過ぎようとしています。ご近所の皆様には、いつ
も温かいご支援をいただき感謝しています。
いままでの感謝とそしてより多くの皆様との出会
いを望んで、コンサートを開催いたします。お気軽
に遊びに来てください。皆様のご来場を心よりお待
ちしています。

「今、この時代を子どもたちと生きるというこ
と」というテーマでセミナーを行います。
日

時：平成23年11月18日(金)
開場17:40 開演18:00～20:30
場 所：立川市市民会館(アミューたちかわ)
小ホール(立川市錦町3-3-20）
定 員：200名 入場無料
申込み：社会福祉法人至誠学舎立川児童事業本部
至誠学園(土居さん)
info@shisei.org /Fax:042-524-2367

日 時：平成23年11月26日(土) 14:30～16:00
場 所：高松会館（立川市高松町2-25-26）
出 演：宮沢勝之さん(シンガーソングライター)
問合せ：スマイルくらぶ
080-5432-4520

※E-mailまたはFaxにてお願いします。

■「平成23年度 立川市障害者週間 ■至誠学園開設60周年
イベントふれあいの輪を広げよう！
ウインターバザー 開催のお知らせ
○映画上映会「ぼくはうみがみたくなりました」
日 時：平成23年11月20日(日)
受付・開場13:00 開演13:30
場 所：立川市女性総合センター・アイムホール
（立川市曙町2-36-2）

子どもたちの大学進学のための準備資金や育英資
金を目的としたバザーを開催致します。当日は、物
品販売・模擬店、ゲームコーナー・福引、マッサー
ジコーナーや喫茶店などを行います。
地域の皆様に学園へのご支援をお願いするととも
に、皆様が楽しい一日を過ごしていただけたらと思
います。

○展示会
日 時：平成23年11月21日(月)～11月27日(日)
10:00～16:00(初日のみ13:00～)
場 所：立川市女性総合センター・アイム
ギャラリー(立川市曙町2-36-2）
内 容：障害者福祉のパネル展示や福祉機器の展
示、相談などを行っています。
参加費：無料
申込み・問合せ：立川市障害福祉課
042-523-2111(原島さん･石川さん）
※映画上映会は平成23年11月1日(火)9:00より
上記にて申込み受付。

時：平成23年12月4日(日) 10:00～14:00
所：児童養護施設至誠学園・至誠大地の家
園庭（立川市錦町6-26-15）
参加費：無料
問合せ： 042-524-2601／Fax:042-524-2367
(木山さん、兎澤(とざわ)さん)

日
場

●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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■多摩パブリック法律事務所
創立３周年記念無料法律相談会

■B・Bモフランさんと楽しい音楽タイ
ム「音楽療法講座」

創立３周年を記念して弁護士による無料法律相談
会 を 行 い ま す。不 動 産 関 係、相 続、離 婚、成 年 後
見、事業者向け法務、労働問題、債務整理などお気
軽にご相談ください。

誰でも参加できる和やかでハートフルな音楽広
場。あの「ライオンキング」初代パーカッション奏
者のB・Bモフランさんと音楽療法士・多田羅康恵さ
んと共に音楽で健康になりましょ
う！
赤ちゃんから参加できます。ご家
族でご参加ください。3世代大歓迎！
あなたもアフリカのドラム・ジェン
ベをたたいてみませんか？
※メンバーも募集しています。

日

時：平成23年11月26日(土)
10:00～16:00（1人30分程度）
場 所：多摩パブリック法律事務所
(立川市曙町2-9-1 菊屋ビル8階)
定 員：48名(定員になり次第締切)
申込み：平成23年11月7日(月)から受付開始
9:30～19:00まで(土日祝日は除く)
多摩パブリック法律事務所
042-548-2450へご予約ください

日 時：平成23年11月26日(土) 18:30～20:00
場 所：柴崎学習館(立川市柴崎町1-1-43）
参加費：大人950円 幼児・小学生500円
申込み：社会教育団体MOI(モイ)
090-2898-3919(多田羅さん)

■ほっとステーション「地域ほほえみ
広場」から❤イベントのお知らせ

■みんなの展示場
中村洋久絵画館展示のお知らせ
<柴崎町絵画館＞(立川市柴崎町2-21-17)
「描かなきゃ、始まらない展」
自立支援法による多機能型事務所の施設で、障が
い 者 が 生 き が い を も っ て「働 く・つ く る」を モ ッ
トーに18歳以上の約10名がプロ画家や美術大生など
のボランティアの支援で描いた水彩画を始めとした
50点を展示。

1.あおぞら手作り市
手作りの素敵な作品を展示・販売します。
日 時：平成23年11月20日(日) 10:00～14:00
2.ベビーマッサージ教室
0歳児のお子さん対象
日 時：平成23年11月26日(土)
10:00～ 11:00～（2回開催）
定 員：8組程度
参加費：500円（オイル代）
持ち物：バスタオル

日

時：平成23年11月5日(土)～27日(日)
土日祝日開催 10:00～16:00
※連絡をいただければ、平日も可

<錦町絵画館＞(立川市錦町5-16-9)
「アトリエとして開放！」
自宅で油絵を描くことが困難な方やグループで描
く場所が確保できない人に、場所を開放します。

3.おもしろアート教室
小さい子から大人、ハンディのある方まで楽しめ
る臨床美術教室
日 時：平成23年12月4日(日) 10:00～12:00
参加費：500円(材料費)
定 員：15名
※いずれも場所は、さくらんぼ保育園
(立川市砂川町2-36-13)
問合せ：ほっとステーション砂川口前
さくらんぼ保育園
042-537-9440 (鈴木さん)

問合せ：みんなの展示場 中村洋久絵画館
＆Fax 042-524-4702(中村さん)
h-naka77@zat.att.ne.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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■肺をきれいにするとお肌も若返る！氣功教室のお知らせ
氣は意識とイメージです。肺にたまった古い氣をだすことによって、新しい氣が入ってきます。肺と肌は
密接につながっています。
日 時：平成23年11月19日(土) 13:30～14:30
場 所：NPO法人円十字協力(立川市錦町1-15-19 2階)
参加費：1,000円
その他：参加費の一部は、円十字協力ボランティア支援事業の一環である、アジアの学生の支援や国内外
の施設などへの支援金とさせていただきます。
申込み：NPO法人円十字協力 042-528-0036／ info@enjuji.org(千葉さん･原さん）
●

●

●

ひと・モノ・募集

●

●

●

■「喫茶を学ぼう」作業スタッフ募集

■麻雀クラブ花ショーブ 参加者募集

公的施設に喫茶室を開店することを目指して、柴
崎学習館の元喫茶室で模擬喫茶をします。コーヒー
を入れるなどの作業スタッフと調理実習ボランティ
アを募集します。

認知症予防と老化防止に麻雀をしませんか？勝負
にこだわらず楽しく交流しましょう。
時：毎週木曜日 12:30～16:30
所：立川市高松町内の会員宅
詳細はお問合せください
参加費：200円
問合せ： 042-525-2445(岸野さん)
日
場

○作業スタッフ(有償ボランティア)
日 時：毎週土曜日 9:00～17:00
(準備片づけ含む)
○調理実習ボランティア
日 時：毎週日曜日 9:00～17:00
場 所：柴崎学習館 調理実習室
（立川市柴崎町1-1-43）
問合せ：公的施設に市民交流喫茶室をつくる会
090-4960-3027(箱石さん)

■幼児さんとそのママのための
サークル参加者募集
立川で乳幼児をもつママたちと、もっともっとわ
がままに楽しく子育てをしたい！みんなとつながり
たい！【ママによるママのためのサークル】です。
子どもの気ままにゆる～く遊んでいます。雨天時
変更あり。詳しくはHP（立川子ども劇場）を見てく
ださい。

■市民団体連絡会参加団体募集
公的施設に市民交流喫茶室をつくる会は、自主活
動として会報発行・調理実習・リサイクルバザー・
柴崎学習館主催の交流事業に参加を予定していま
す。
このような活動の中から他団体との連携が重要と
考え、連絡会をつくりたいと思います。ご参加よろ
しくお願いします。

日

時：平成23年11月19日(土)、12月17日(土)
10:00～14:30(出入り自由)
※原則 毎月第三土曜日
場 所：国営昭和記念公園 みどりの文化ゾーン
(のぼり旗が目印)
問合せ：NPO法人立川子ども劇場
＆Fax:042-526-0731 (脇山さん)

日 時：第3火曜日 11:30～12:30
場 所：学習館や会館を予定(事前に確認必要)
その他：日程等で参加できない団体には、各団体
の会議や定例会へこちらから毎月1回程度
伺って意見交換させていただきます。
問合せ：公的施設に市民交流喫茶室をつくる会
090-4960-3027(箱石さん)

■至誠キートスホーム
ボランティア募集
植物の水やりのボランティアを募集しています。
いつでもできる時にお願いします。あなたのやさ
しさに期待します。
問合せ：至誠キートスホーム(立川市幸町4-14-1）
042-538-2323 (大西さん)

●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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地域福祉コーディネーターだより
栄町・若葉町

地域福祉コーディネーターは住民のみなさんと一緒に
「孤立のないまち」を目指して地域福祉活動をすすめます。

団地見守り懇談会がお食事会
若葉町団地では、自治会、民生委員･児童委員、
住 宅 管 理 協 会、北 部 東 わ か ば 地 域 包 括 支 援 セ ン
ター、地域福祉コーディネーター、の五者で災害時
の対応も含めた見守り懇談会を重ねています。
ＵＲ都市機構の団地は高齢になってからも入居で
きるため、60代以上の転入者も多く見受けられま
す。引っ越してきても中々近所づきあいが広がらな
い、という声もよく聞かれます。そこで「引越して
きて3年以内くらいの人」を対象にしたお食事交流
会を11月に2回開いてみることにしました。
まちの情報を共有して一緒にお食事するという2
時間の企画です。お料理が得意という住民グループ
が、手作りしてくれます。（参加費は500円）。
また高齢者から大掃除や家具の移動が大変という
相談が数件あったのでＮＰＯ法人「育て上げ」ネッ
トの若者にも参加してもらい、若者の就労支援を兼
ねた家事援助サービスの紹介もしてもらいます。
開催日は平日ですが、若い世代で転入してきた方
にも参加してもらい、防災の団地づくりに関心を

持って頂きたい･･そんなことを期待しながら嬉々と
して準備をしているところです。
栄町で応急給水訓練
東京都水道局による「応急給水訓練」が立川栄町
浄水場などで行われました。災害時に水道が出なく
なった時に、水を配る場所です。自治連栄町支部か
らも会長さんや防災担当者が参加して、設備や、一
連の作業を確認しました。
街中の重要な防災資源で
す。防災まち歩きでも必ず
盛り込むポイントにしたい
と思います。

栄町・若葉町
地域福祉コーディネーター連絡先 担当:早川
042-537-7147 FAX：042-537-7157
sakaewakaba@room.ocn.ne.jp
立川市若葉町3-45-2
北部東わかば地域包括支援センター内

上砂町・一番町・西砂町
地域防災訓練での印象的なワンシーン
10/15(土)松中小学校にて自治会連合会西砂支部が
中心となって防災訓練&避難所運営シミュレーショ
ンが開催されました。
朝からあいにくの土砂降りでしたが、「災害は悪
天候時にもやってくる。貴重な経験を積みましょ
う!」と約300人の方が集まっての開催となりまし
た。
ある自治会の班では「ご近所で一旦集まって避難
所まで防災の視点でコースチェックをしながら一緒
に行きましょう」ということになりました。近くに
暮らす障害のある方や、その地域にある高齢者デイ
サービスのスタッフもその輪に加わることになりま
した。初めてお顔を合わせる方もいましたが、道中
ですっかり和気あいあいムー
ドとなりました。「帰りも一
緒に戻ろう。今後に向けて簡
単 な 振 り 返 り も し よ う」と
言って、また皆さんお揃いで
帰られていまし た。
グループ編成になり、同じ顔ぶれで体験コーナーを巡るので、
訓練後には地域での顔見知りが増えています。

また、民生委員さんたちは今回の防災訓練の前に
申し合せをし、発災時に周囲からのサポートが必要
そうな方をお誘いしながら参加されていました。
「3人の方をお誘いしたつもりが、いつの間にか5人
になっていたのよ!」などと嬉しい悲鳴を上げてい
らっしゃいました。
集合住宅に暮らす方は「自力では避難できない高
齢者が増えていると話していたところ。ご近所によ
る個別具体的な救出シミュレーションが必要そう」
と語られていました。
地域での防災活動は、もちろん、いざという時へ
の備えとなりますが、世代や日頃の生活スタイルを
超えて、人がつながり合える活動なのだと思い起こ
させるシーンが、会場のあちらこちらで見られまし
た。
上砂町・一番町・西砂町
地域福祉コーディネーター連絡先 担当:枝村
042-534-9501 FAX：042-534-9502
edatamae@blu.m-net.ne.jp
立川市上砂町5-7-4
北部西かみすな地域包括支援センター内

●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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地域の身近な場所で気軽に相談できる無料の初期相談窓口です。市民の生活に即した専門的なご
相談ができます。相談を希望の方は、お電話または窓口にてご予約ください。
法律相談

相談の種類
法律全般

税金
年金
相続
行政手続
高齢者福祉
福祉のしごと
ふ れ あ い（心 配 事 な
ど）

実施日
第1･3･4･5(土)
第2(日)
偶数月 第1(日)
偶数月 第4(日)
第2･4(火)
第3(火)
偶数月 第1(水)
第1(火)

時間

13:00
～16:00

第１･3･5(木）

相談員
司法書士
弁護士
税理士
社会保険労務士
相続アドバイザー
行政書士
介護支援専門員
キャリア支援専門員

場所

社協
あいあい
ステーション
（伊勢丹立川店
6階ハートフル
ステーション）

民生委員

※ふれあい相談については予約不要です。
法律相談等に関するご予約・お問合せは・・・立川市社会福祉協議会あいあいステーションへご連絡ください。
相談の種類

実施日

時間

相談員

場所

成年後見

第2(土)

13:00
～16:00

司法書士 社会福祉士

社協 あいあい
ステーション

成年後見相談に関するご予約・お問合せは・・・立川市社会福祉協議会地域あんしんセンターたちかわへ
ご連絡ください。
相談の種類

実施日

アルコール

第2・4(水)

ふれあい(心配事など)

第2・4(水)

時間
13:00
～16:00
13:00
～16:00

相談員
立川断酒新生会
民生委員

場所
立川市総合福祉
センター
立川市総合福祉
センター

※アルコール相談については、予約は不要です。
※ふれあい相談については、電話による相談もお受けします。

042-529-8426

●立川市社会福祉協議会
立川市富士見町2-36-47立川市総合福祉センター
042-529-8300／Fax:042-529-8714 / aiaics@whi.m-net.ne.jp
開所時間 平日8:30～19:00 土曜日8:30～17:00
休館日 日祝日

●社協あいあいステーション
立川市曙町2-5-1伊勢丹立川店6階ハートフルステーション内
042-540-7484／ aiaistn@mvc.biglobe.ne.jp
開所日・時間：伊勢丹立川店営業日 10:00～18:00
■『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）■
立川市社会福祉協議会・市内各学習館(旧公民館)・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・窯焼きパン工房ゼルコバ・コミュニティカフェ ステッチ・梅の湯
◆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）
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