◆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 ： 042-548-1724
E-mail ： aiaivc@whi.m-net.ne.jp ／ URL ： http://ｗｗｗ.tachikawa-shakyo.jp/skct/

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。

◆開所日・時間◆
月～金曜日 8:30 ～ 19:00 ／土曜日 8:30 ～ 17:00 ※日曜日・祝祭日はお休みです。
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第34回おもしろボランティア大学 シリーズ『ここから始まるボランティア』①

「総福見学！ボランティアの事は市活へ」を行います！
総福…立川市総合福祉センターの略。

市活…市民活動センターたちかわの略。

■施設見学とボランティア活動見学を行います！
立川市富士見町2丁目にある立川市総合福祉セ
ンター。いったいそこにはどんな機能があって、
どんなことを行っているのか、あなたは知ってい
ますか？総合福祉センターでは、たくさんのボラ
ンティアさんが活躍している場であり、地域の
様々なボランティアをご紹介させていただいてい
る場でもあります。
今回はそんな総合福祉センターの見学と機能の
説明とともに、実際に活動しているボランティア
グループの様子も伺います。そのボランティアグ
ループの中から「そば打ち友の会」さんに協力い
ただき、活動見学とともに蕎麦の試食も行いま
す。
「ボランティアに興味はあるけれど、どんなボ
ランティアがあるのだろう？」「ボランティアを
通して地域とつながりを作りたい」という方は是
非お気軽にお申し込みください！

日時：平成25年9月24日（火）10：00～12：00
場所：立川市総合福祉センター
（立川市富士見町2丁目36-47）
参加費：300円（そばの材料費）
対象：ボランティアに興味のある方
申込み：市民活動センターたちかわまで
（担当：杉本、岡部、柏﨑）
「そば打ち友の会」
の活動の様子です。
おもしろボランティ
ア大学の企画で立ち
上がった団体です。

＜＜ 今月号のもくじ ＞＞
〇「総福見学!ボランティアの事は市活へ」を
行います!
〇ふれあいミュージックフェスティバル2013
開催のお知らせ
〇企業の社会貢献＆ボランティア活動のお手伝い
をしています!
〇夏！体験ボランティア2013
「ボランティアって楽しい」
〇情報コーナー
〇地域福祉コーディネーターだより
錦･羽衣町地区/上砂･一番･西砂町地区
〇立川市社会福祉協議会 ふれあい相談

立川市総合福祉センター。立川市社会福祉協議会や市民活動セン
ターたちかわが入っています。
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ふれあいミュージックフェスティバル2013 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。東京ガス株式会社の協賛をいただき、今回
で21回目を迎えます。毎年1,000名以上の来場
者があり、大変好評をいただいています。
今年は、ハンドベルリンガーズClaireのみな
さんによる『ハンドベル演奏』では、｢先と千
尋の神隠し｣からの楽曲や｢レ・ミゼラブルメド
レー｣、国立音楽大学ならではの『オルガン独
奏』、くにたちブラスクワイヤーのみなさんに
よる『金管アン
サンブル』では
｢ショパングラ
スアルバム｣な
ど演奏内容も盛
りだくさんでお
届けいたしま
す。

ご家族やお友達と一緒に、ぜひお越しくださ
い。
日 時:平成25年11月10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:9月2日(月)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。
問合せ: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
(平日8:30～19:00、土曜8:30～17:00)

企業の社会貢献＆ボランティア活動のお手伝いをしています!
企業が社会貢献活動に取り組む際には、地域住民
との対話や関係団体との協働など、企業単独で解決
することが難しいことがあります。
そのような際に、当センターでは、さまざまな形
で協力することができます。
〇市内ボランティア・市民活動団体のご紹介
市内には、高齢・障害・児童、そして環境分野な
ど、様々な団体が活動をしています。
〇社員向け研修及び
ボランティア体験プログラムの企画・立案
センター職員の講師派遣、ボランティア体験の受
入先センターとして市内福祉施設・団体のコーディ
ネートを行います。

＜事例紹介＞
多摩信用金庫 新人職員ボランティア研修
多摩信用金庫の職員の方から、金庫職員として必
要な社会性や人間性を持った職員の育成や地域課題
解決に向けた多角的なアプローチのできる職員の育
成を目的とし、ボランティア研修をしたいとのご相
談を頂きました。
〇プログラム内容
新人職員95名が市内12か所の福祉施設やNPOに出
かけていきボランティア活動を行う。その他、事前
研修と事後研修を行う2日間のプログラム。

〇物品寄贈先のご紹介
市内には、ホームレス支援をしている団体や障害
者施設が運営しているリサイクルショップなど様々
な団体が活動をしています。食料品や衣類など様々
な物品を必要としています。

□

■ 新人職員の感想より ■ □

・相手のことを考え行動する大切さを学んだ。
・出来ることを伸ばし、地域に貢献できるように
なりたい。
・自分たちが壁を作っていることがわかった。

そのほか、地域住民と何かしたいという場合やボ
ランティア・市民活動全般に関わる各種ご相談に応
じます。
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夏！体験ボランティア２０１３ 「ボランティアって楽しい」
毎年、夏に開催されている「夏！体験ボランティア」。今年は8月23日現在で138名の方が市民活動セン
ターにお申込みに来られました。参加の理由は「この機会に思い切ってボランティアに挑戦してみたい」
「夏の期間に経験のない分野でのボランティアをしたい」また、「学校の課題として」と様々でしたが、活
動先を自分で選び、積極的に活動された事で新たな発見や学び、ボランティア＝楽しいと感じられた方も多
くいらしたようです。
今回、様々なプログラムの中から、保育園での活動と、高齢者デイサービスでの活動をご報告させて頂き
ます。

■保育園での活動■
写真はボランティア体験中の小学生。
高齢者施設でのボラン ティアはしたことが
あったが、子どもと遊んだ事がなかったから
と保育園でのボランティアに初挑戦。
「最初は緊張したが、子どもと触れ合ってみ
たら楽しくやれた」とお兄さんの顔をしてい
ました。子どもたちも優しいお兄さんと遊べ
てとても楽しそうでした。

■高齢者デイサービスでの活動■
写真はボランティア体験中の高校3
年生と大学2年生。
お2人ともこの夏休み期間中に様々
な分野の施設でボランティアされて
いるようです。積極的に自分の役割
を考え活動していたのが印象的でし
た。ボ ラ ン テ ィ ア さ ん が い る こ と
で、よりにぎやかな場になっていま
した。

今回、ボランティア体験の取材をさせていただき、受け入れてくださった職員の方から、ボランティアさ
んへの感謝の言葉を多く聞かせていただきました。また、今回のボランティアをきっかけに継続的にボラン
ティアとして携わって下さっている方もいらっしゃると嬉しいご報告もお聞きすることができました。
ボランティアを通して新しい出会いや経験をし、地域とつながっていく“きっかけ”づくりが、「夏！体
験ボランティア」の目的です。来年も市民活動センターでは「夏！体験ボランティア」を開催いたします。
是非、ご参加いただき、ボランティアの楽しさを感じてみませんか。
また、市民活動センターたちかわでは、随時ボランティアのご相談を受けています。窓口には「どんなボ
ランティアがあるの？」「自分にはどんなボランティアができるだろう」という相談から、「将来、福祉の
仕事をしたいので、ボランティア体験してみたい」などのお声も多いです。最近は、定年退職後の方が地域
でボランティア活動している方も増えています。市民活動センターたちかわでは、様々な分野でのボラン
ティア活動や市民活動を推進、応援させていただいています。ご興味のある方は、お気軽に市民活動セン
ターたちかわにご相談ください。

●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●
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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

■第2回 東京・多摩・立川
アディクションセミナー

場

●

①第6回「スケッチ大賞展」
7月～8月中旬の間に応募された、作品を展示。
展 示：平成25
平成25年
25年9月1日(日)～29日
29日(日)
②第2回「デジカメ写真大賞」作品募集！
デジカメ仲間の輪を広げるため、一般から作品
を募集します。
応募要件：四つ切版又はA4版。(作品裏面に｢氏
名、電話、作品名｣を記載)
参加費：1点1,000円(額、マットは、貸与1セッ
ト100円)
締 切：平成25年11月17日(日)まで(郵送も可)
展 示：平成25年12月1日(日)～22日(日)
③新絵手紙教室 9月、10月期生募集！
初心者の方、何を準備すべきか分らなくてもOK
です。2コースあります。
コース：①第二木曜日 13:30～15:30
②第二金曜日 13:30～15:30
会 費：月2時間で1,500円。申込者には詳細な
文章通知
申込み：みんなの展示場 中村洋久絵画館
(立川市柴崎町2-21-17 )
☎/Fax：042-524-4702
h-naka77＠zat.att.ne.jp(10:00～16:00開館)

時：平成25
平成25年
25年11月
11月14日
14日(木)10:00～
10:00～15:00
容：①自助グループの役割・紹介
②個人説明会
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)

問合せ：LFG多摩かるがも愛の家族立川
☎：070-6437-7870(渡辺さん)

■老健わかば 秋祭りのお知らせ
施設駐車場にて屋台やゲームなど利用者の皆さん
と地域の方々との交流の場です。
ボランティアも募集していますので、多くの皆
様のご参加をお待ちしています。
日 時：平成25
平成25年
25年10月
10月20日
20日(日)11:00～
)11:00～13:00
場

●

■みんなの展示場
中村洋久絵画館からのお知らせ

様々な問題を抱え苦しんでいる人達がいます。
その苦しみを分かち合いながら解放に向かって
いる自助会を、当事者や支援している人達に知っ
ていただくことを目的とし開催します。
日
内

●

所/問合せ：介護老人保健施設わかば
(立川市若葉町3-45-2)
☎：042-538-0871

■「年賀状ソフト ど忘れ講習会」

■「成年後見制度から見えてきたことは？」

使い方を｢ど忘れ｣した人、｢PCの中にあるけれど
使い方を知らない｣人向けの年賀状ソフト講習会。
日 時：筆まめコース平成25
平成25年
25年10月
10月12日
12日(土)
筆ぐるめコース平成25
平成25年
25年10月
10月19日
19日(土)
それぞれ14:00～16:00
内 容：住所録の作成と管理について
葉書の宛名印刷について
定 員：各10人(人数が多い時は抽選)
参加費：テキスト代(200円くらい)
持ち物：ノートPCの人は、当日持参。

～見えない費用と見える費用・高齢者施設入居
知って備えておきたい知識とお金の話～
これからの生活や老後に備え、自分らしく生きる
為にはどうすればよいのか、考えてみませんか？
時：平成25
平成25年
25年10月
10月26日
26日(土)13:30～
)13:30～16:00
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)
講 師：音川敏枝氏
定 員：40名(申込み順)
参加費：無料
締切日：前日まで(10月25日)下記の電話かFaxに
てお申込みください。
申込み・問合せ：
三多摩市民後見を考える会(川杉さん)
☎/Fax：042-531-0624
携帯：090-7832-6506

日
場

申込み：葉書に、氏名・住所・電話番号または
メールアドレス・希望コースを書いて下
記に送ってください。
〒190-0021 立川市羽衣町1-14-15
岩間直人 宛
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■来て！見て！聞いて！知って！
「第14回アルコール勉強会」

■子どもの自己肯定感を育むために
大人ができること

私たちの周りにはアルコール問題で悩んでいる
方々が沢山います。
苦労しながら回復への道を歩んでいる方々の体
験談、医療に携わってきた専門家を交え、いま尚
社会にある偏見から正しい知識を学び、一人でも
多くの立ち直りと、共に励まし合い明るい笑顔の
日々を迎えられるように皆様と勉強したいと思い
ます。
日 時：平成25
平成25年
25年9月15日
15日(日) 13:00～16:30
場 所：柴崎学習館
3階 第3教室(立川市柴崎町1-1-43)
内 容：テーマ｢酒害・・各々の立場から｣
講 師：武藤葉瑠名氏(三船クリニックSW)

子どものエネルギーに振り回され、悩んでいる
母親や先生、子ども支援に関わる大人たち。もっ
と楽に子どもと向き合うことはできないの？日本
で最初のチャイルドラインを世田谷で立ち上げ、
プレーパークのプレーリーダーとしても多くの子
どもたちと関わってきた天野秀昭さんに、子ども
の現状や私たち大人へのメッセージを熱く語って
いただきます。
日 時：平成25
平成25年
25年9月15日
15日(日)14:00～16:00
場 所：女性総合センター・アイム 5階
第二学習室(立川市曙町2-36-2)
講 師：天野秀昭氏
定 員：30名(定員になり次第締切り)
参加費：500円
申込み：チャイルドラインたちかわ
お名前・ご連絡先を明記し、Faxで下記
へお申込みください。
事務局☎/Fax：042-538-3035

問合せ：東京立川断酒新生会
☎：042-876-1596(坂田さん)

■キネマたちかわ無料！上映会
「どぶ川学級」

■トンガレ体操 踊っちゃおう！

映画を通して、地域の皆様の交流の場を提供で
きればと、奇数月に西砂学習館で無料定期上映会
を開催しております。どうぞお気軽にご参加くだ
さい。1972年作品、橘祐典監督｢どぶ川学級｣を上
映します。
日 時：平成25
平成25年
25年9月3日(火)9:30開場 10:00上映
場 所：西砂学習館 視聴覚室
(立川市西砂町6-12-10)
参加費：無料
申込み：直接会場にお越しください。

『ポンキッキーズのトンガレ体操NO.5』を親子で
楽しみませんか？
このトンガレ体操を振付された方が座長を務め
る劇団の方をお招きして教えて頂きます。お昼も
劇団の方と一緒に食べて、普段なかなか聞けない
お話をうかがいます。
日 時：平成25
平成25年
25年9月21日
21日(土) 11:00から
場 所：立川子ども未来センター2階
(立川市錦町3-2-26)
参加費：無料
持ち物：飲み物、お弁当(お昼もご一緒できる
方)、動きやすい服装

問合せ：☎：042-563-1015（古橋さん）

■第19
■第19回
19回 福生学園・福生あらたま寮
開設記念学園祭

申込み・問合せ：
NPO法人立川子ども劇場(脇山さん)
☎＆Fax：042-526-0731(火・金10:00～15:00)

テーマを「かがやき」とし、普段私たちが行っ
ている活動や音楽を沢山盛り込んだ様々な催し物
を企画しています。
地域の皆様、ぜひ遊びにおいでください。
当 日 は、ボ ラ ン テ ィ ア さ ん も 募 集 し て お り ま
す。
日 時：平成25
平成25年
25年10月
10月12日
12日(土)10:00～14:30
場 所：福生あらたま寮 (福生市熊川1600-2)
内 容：舞台発表、作品展示、喫茶コーナー、
模擬店、福東町会お神輿、他

■あなたのまわりに
お酒の問題はありませんか
アラノンは、お酒の問題をもつ人の家族と友人
の自助グループです。一人で抱えこまないで、あ
なたと同じ苦しみを経験した仲間と話し合いま
しょう。健康的な人間関係に立ち戻るために助け
あいます。
日 時：毎週木曜日 14:00～15:00
場 所：立川駅前キリスト教会
(立川市錦町2-1-21)
問合せ：NPO法人アラノン・ジャパンGSO
☎：03-5483-3313

問合せ：社会福祉法人あすはの会
障害者支援施設 福生学園
知的障害者ケアホーム 福生あらたま寮
☎：042-530-6961(横堀さん)
Vo担当(永峯さん)

●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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■イクバア・イクジイの楽しい孫育て

●

考え方の違いが、ママ・パパとおばあちゃん・お
じいちゃんの間で孫育てのストレスになっていませ
んか？自分の考え方の枠を広げることにチャレンジ
をします。おばあちゃん・おじいちゃんの底力を発
揮しながら、孫育てを楽しんでみませんか！
①今と昔の子育ての違い
日 時 :平成25
平成25年
25年9月11日
11日(水)10:00～
10:00～12:00
②考え方の枠広げにチャレンジ
日 時 :平成25
平成25年
25年9月18日
18日(水)10:00～
10:00～12:00
場 所 :立川市子ども未来センター 201会議室
対 象 :・乳幼児の孫育て中の方やこれから関わ
る予定の方
・乳幼児をサポートしている方
定 員 :45名 ※保育なし、但し同伴は可能
参加費:無料

●

●

ひと・モノ・募集

●

●

●

■喫茶コーナー、作業のお手伝い募集
知的障がいの方が中心になって、明るく元気に働
いている施設です。
一緒に楽しく活動して下さる方を募集していま
す。
①軽度作業のお手伝い
9:00～16:00の間で可能な時間(月～金)
②喫茶コーナー
11:30～14:30通しで(月～金)
場 所：立川市錦町1-17-11 モアコート貴1F
(立川相互病院隣)
問合せ：NPO法人モアコートグループ(浅貝さん)
☎/Fax：042-525-7754

申込み・問合せ：
市民型ソーシャルワーカー
ほっとほっとたちかわ
☎：080-5524-0271(樋口さん)
080-5524-0261(新井さん)

■八王子盲学校「八盲サポーター」
募集しています
①登下校ボランティア
八王子盲学校への登下校支援です。
支援開始前に本校教員および保護者が経路の確
認とガイド歩行などについての研修を行いま
す。
②読み聞かせボランティア
来校しての読み聞かせです。交通費は保護者が
負担します。

■「家族介護技術講座」＆「ホームヘルパー
再チャレンジ講座」(2
再チャレンジ講座」(2講座同時開催
(2講座同時開催)
講座同時開催)
①｢家族介護技術講座」…在宅介護をされている
ご家族を対象とし、認知症の理解を深めて頂く
と共に腰痛予防を目的として介護技術の基本を学
んでいただく講座。
②｢ホームヘルパー再チャレンジ講座」…ホームヘ
ルパーの資格は持っているけど実務経験のない
方、長い間実務から離れてしまい再就職のきっか
けがつかめない方などを対象に、資格活用を目的
とした講座を開催します。
日 時：平成25
平成25年
25年11月
11月2日(土)9:00～
)9:00～12:00
場 所：至誠キートスホーム(立川市幸町4-14-1)
内 容：講義｢認知症ケアについて｣
実習｢介護技術の基本」
(おむつ交換、移乗、移動介助など)
対象者：在宅で介護をされているご家族及びホー
ムヘルパー2級取得者
参加費：無料
定 員：10名(先着順) ※10月31日締切り

申込み・問合せ：
東京都立立八王子盲学校(菅井さん)
八王子市台町3-19-22
☎：042-623-3278/Fax：042-623-6262

■中高年ミュージカルパフォーマンス
ぐるーぷ一季立川 ♪メンバー募集♪
今年9月、立川に｢一季立川｣を立ち上げます。
踊るのが好き！歌が好き！でも、お芝居やってみ
たいけれど、やった事ないし…そんな皆さん！！
ミニミュージカルを中心としたボランティア公演
を通して、心ふれ合う舞台を一緒に作ってみません
か？スタートラインは今、ひかれたばかりです。
経験は問いません。一度お稽古場に来てみてくだ
さい。
日 時：毎週金曜日 18:30から
18:30から
場 所：立川市子ども未来センター
(立川市錦町3-2-26)

申込み：至誠キートスホームヘルプステーション
(鈴木さん)
☎：042-538-2321
Fax：042-538-1302

問合せ：一季立川
☎：090-4071-3665(福田さん)

●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
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。現在、錦･羽衣町地区、栄･若葉町地区、上砂･一番･西砂町地区に専任職員を置いていま
す。今回は錦･羽衣町地区と上砂･一番･西砂町地区
錦･羽衣町地区と上砂･一番･西砂町地区の地域活動の様子をお届けします。
錦･羽衣町地区と上砂･一番･西砂町地区

錦町・羽衣町
地域包括支援センターとの協働事業
①7月31日(水)、羽衣中央会
館にて、寿教室の協力で「認
知症サポーター養成講座」を
開催し、寿教室以外の方も含
めて35名の参加がありまし
た。DVD を 見 て、認 知 症 か
な？と思う方が身近にいたら、どう接するかなどを
学びました。
②ペットを飼っている高齢者のご相談が続いていま
す。「入院中のペットをどうするか」「ペットの世
話ができなくなって衛生環境が悪い」という内容で
す。両方ともペットが猫だったので、ボランティア
さんを地域包括支援センターにご紹介しました。ボ
ランティアの方々は、高齢者宅内の問題だけでな
く、猫がその近隣で増えて問題にならないか、とい
う環境衛生の面でもアセスメントして下さるので、
問題の発生・再発の予防につながります。介護の専

門職とボランティアが一緒に行動することで、解決
できることが増えそうです。
自治会長ヒアリングから
錦町羽衣町の自治会長に活動の様子や課題などを
お聞きして回っています。会館を維持している自治
会が多く、自治力の強さを感じます。同時に自治会
の加入率の減少にはみなさん大変苦慮されていま
す。自治会活動には、介護予防や子育て環境の醸
成、住民レベルの相互扶助、災害対応力など、大変
な宝があります。加入の働きかけを自治会任せにせ
ず、介護の関係機関などにも呼びかけようと思って
います。
錦町・羽衣町
地域福祉コーディネーター連絡先 担当:早川
042-519-3001 Fax:042-519-3003
dainichiku@soleil.ocn.ne.jp
立川市羽衣町1-12-18
南部東はごろも地域包括支援センター内

上砂町・一番町･西砂町
震災経験者が中学生の学びに一役
「都内で暮らす震災避難者に自分達が出来ること
は何か」「まずは会って話がしたい」。近隣市の大
学付属の中学生達からこんなご相談が寄せられまし
た。
震災のあった数日後に福島から立川に移られたA
さんが応じてくださいました。
当時4歳だったお子さんが窓に風があたるだけで
怯えること、生活の立て直しのため、過酷な仕事に
長時間携わっていること、条件のよい仕事を得るた
め新たに学校に通い始めたこと、福島にいた頃は当
たり前だった近所づきあ
いがなく不安であるこ
と･･。目の前でにこやか
に語りかけるＡさんと、
してくださる話の内容の
ギャップに一同シーンと
なってしまいました。

「放射能への心配事は?」「福島に戻ったらやりた
いことは?」といった質問を用意していた生徒達。
『自分達が出来ることは何か』という問いにどんな
答えを見出していくのでしょう。
一方のAさん。避難後間もなく生活の諸手続きをお
手伝いしていた際、「何かご希望することは?」と問
うと「ボランティアがしたいです」とはっきりきっ
ぱり。以来、市内小学校のゲストティーチャーを引
き受けたり、困りごとを抱えた職場の同僚のために
奔走されたりしています。これからも共に市民活動
のよきパートナーであり続けたいと思います。

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5-76-4
北部西かみすな地域包括支援センター内

●栄町・若葉町 地域福祉コーディネーター 担当:柳沢の連絡先はｌこちらです
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
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法律相談

相談の種類

実施日
第1･3･4･5(日)
第2(日)

法律全般

時間

相談員
司法書士
弁護士

場所

税金

偶数月 第3(土)

税理士

年金・労働相談

奇数月 第3(土)

社会保険労務士

相続

第2･4(火)

行政手続

第3(火)

行政書士

高齢者福祉

偶数月 第1(水)

社会福祉士
専門員

福祉のしごと

第1(火)

キャリア支援専門員

13:00
～16:00

相続アドバイザー

介護支援

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）

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。☎042-529-8319
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)

毎週(木)

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・ふれあい相談(心配事など)については、予約不要。また、電話による相談もお受けし
ます。相談専用☎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@sirius.ocn.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・図書館・福祉会館・学習等供用施設・みのーれ立川
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・レストランサラ
Nao.mi・トヨタ西東京カローラ立川富士見町店・La Fraise sucrèe・かつ亭・梅の湯
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
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・自治会回覧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。（高松町・曙町・栄町の一部）
※市民活動センター★たちかわ通信は立川市の委託により、発行しています。
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