
   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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〇NPO法人・非営利団体のための 

       運営実務あれこれ講座開催します! 

〇平成26年度立川市社会福祉協議会 

    市民活動助成のお知らせ 

〇「市民のための体験型防災フェア」活動報告 

〇地域懇談会開催しました!! 

〇ふれあいミュージックフェスティバル2013 

        開催されました! 

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/栄町・若葉町地区 

〇立川市社会福祉協議会 ふれあい相談 
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ＮＰＯ法人・非営利団体のための 

      運営実務あれこれ講座開催します！ 

◆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/  

◆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。 

 NPO法人を設立・運営していく上で必要な知識を学んでいただく為に、全4回シリーズで開催します！

「NPO法人の立ち上げを考えているけれど、設立までにはどのような準備が必要なのだろう…」「法人格

を取ったらどんな実務があるんだろう…」「新しく会計の担当になったけどＮＰＯ法人の会計ってどんな

ものだろう…」などなど、こんな方は是非ご活用ください。 

 
第第第第1111回回回回    

「NPO法人設立ガイダンス」 

日時…平成26年2月19日（水）19:00～21:00 
場所…立川市総合福祉センター 2階 視聴覚室 

内容…NPO法人の基礎を学べます。 

 

第第第第2222回回回回    

「定款のつくり方」 

日時…平成26年2月26日（水）19:00～21:00 
場所…立川市総合福祉センター 2階 視聴覚室 

内容…定款作成のポイントを説明します。 

 

第第第第3333回回回回    

「NPO法人の会計・税務」 

日時…平成26年3月8日（土）10:00～15:00 
場所…立川市総合福祉センター 2階 

   リハビリルーム 

内容…団体のお金の管理や税金のこと等、経理業 

   務に関わることを説明します。 

第第第第4444回回回回    

「NPO法人の労務」 

日時…平成26年3月12日（水）19:00～21:00 
場所…立川市総合福祉センター 2階 視聴覚室 

内容…労働条件や社会保険について説明します。 

 

     

＜＜＜＜＜＜＜＜    今月号のもくじ今月号のもくじ今月号のもくじ今月号のもくじ    ＞＞＞＞＞＞＞＞    

ＮＰＯガイＮＰＯガイＮＰＯガイＮＰＯガイ

ダンスの様ダンスの様ダンスの様ダンスの様

子です。毎子です。毎子です。毎子です。毎

回回回回15151515名前後名前後名前後名前後

の参加者がの参加者がの参加者がの参加者が

いらっしゃいらっしゃいらっしゃいらっしゃ

います。います。います。います。    

申込み・問合せ：市民活動センターたちかわへ 

※参加費は資料代として①②④は※参加費は資料代として①②④は※参加費は資料代として①②④は※参加費は資料代として①②④は500500500500円、円、円、円、                                    

    ③のみ③のみ③のみ③のみ2,0002,0002,0002,000円頂きます。円頂きます。円頂きます。円頂きます。    
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【防災フェアに参加しました！防災フェアに参加しました！防災フェアに参加しました！防災フェアに参加しました！】  

 去る12月1日(日)にモノレール立川南駅周辺で

行われたイベント「市民のための体験型防災フェ

ア」にて災害ボランティアセンターに関するパネ

ル展示を行いました！ 

 このイベントは昨年から立川南口商店街が実施

しており、大災害が起きた時に「日頃からつなが

りのある商店街を作ろう」という趣旨から行われ

ているものです。商店街が主催している防災フェ

アは都内でも珍しく、多くの団体や関係機関が出

展されていました。 

 当日、会場は朝早くから大勢の来場者で賑わっ

ており、その中で立川市社会福祉協議会は立川市

災害ボランティアネットの協力の下、災害ボラン

ティアセンターのパネル展示のみならず、停電時

に活用できる「ほのぼの灯り」の作り方体験と、

災害時の必要備蓄食料の展示も行いました。特に

「ほのぼの灯り」の作り方は盛況で、主に親子連

れの方が多く、200名を超える方々に立ち寄って

いただくことができました。 

  

「市民のための体験型防災フェア」 

活動報告 

平成26年度立川市社会福祉協議会 

                   市民活動助成のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

【防災意識啓発の為に…防災意識啓発の為に…防災意識啓発の為に…防災意識啓発の為に…】 

 災害はいつ起こるか分か

りません。その為には日頃

から住民同士の「顔の見え

る関係」づくりをしておく

ことが大切です。日頃から顔の見える関係性を作っ

ておくことで、いざ大災害が起きた時に、「住民同

士の相互の助け合い」が生まれることになります。

その為には市民の一人ひとりが役割を担いながら地

域課題を解決していくことが重要です。 

 立川市社会福祉協議会では今後も「住民同士の顔

の見える」づくりを推進するためにも地域の皆様、

関係機関や団体と一緒に様々な事業を通して防災意

識啓発に努めていきます。 

「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」の実現に向けて、市民の皆様から

お預かりし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なう

事業です。団体の活動に市民の協力や寄附などを

得ながら、安定した運営体制になるよう、共に目

指していきたいと思います。 
この助成事業は、市民による審査会で審査・決

定し、あわせて要綱や申請ガイドも整備してきま

した。皆様の公益的な活動が継続的に行なわれる

こと、良質のサービスが市民や地域に還元される

ことを願っています。 
 ご不明の点などはセンターにご相談をお寄せい

ただけると幸いです。 

内 容：平成26年4月から平成27年3月末までに実

施する市民活動事業の経費や立ち上げ資

金などを助成します(上限5万円)。 
 
申請書の受付期間（要予約） 

   平成26年2月1日(土)～平成26年2月14日(金)
平日9:00-18:00 土曜日9:00～16:00 

   （日曜祝日は除く） 
対 象：市民活動センターたちかわ 登録団体 
申込み：団体登録・申請については、担当者が不

在の場合もありますので、事前に市民活

動センターたちかわ(担当：田中・杉本)へ
ご連絡ください。 

書類等は、ホームページでも、ご覧いた

だけます 
(URL：h tt p : / /w ww. ta c h ik a w a-  
   s h ak yo . jp / skc t /) 

問合せ：市民活動センターたちかわ 

    ☎0 4 2- 5 2 9-8 3 2 3  
    � a i a i v c@w h i . m- n et . n e . j p 

「ほのぼの灯りの作「ほのぼの灯りの作「ほのぼの灯りの作「ほのぼの灯りの作

り方体験」の様子でり方体験」の様子でり方体験」の様子でり方体験」の様子で

す。ご家庭にある物す。ご家庭にある物す。ご家庭にある物す。ご家庭にある物

で簡単に作れます！で簡単に作れます！で簡単に作れます！で簡単に作れます！    
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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● 

  3 3  3 

地域懇談会は、地域の課題やその解決に向けた

意見を出し合っていただく場です。出された課題

は、第4次立川あいあいプランの策定に反映をさせ

ていきます。 

11月～12月にかけて、第1回目の地域懇談会を

富士見町、幸町、錦町で行い、小学生から80代まで

の多くの方々に参加をしていただきました。 

当日は、グループに分かれて、意見交換を行い

ました。各グループで簡単に自己紹介を行った

後、各地域の「暮らしの中で感じること、困って

いること、気になること｣について、たくさんの意

見を出し合いました。 

るボランティアの方が、受付

や会場案内、駐輪場の整理、

障害をお持ちの方の介助のお

手伝いなど、多岐に渡り活動

してくださり、事故もなく終

えることができました。 

 このふれあいミュージックフェスティバルで

は、当日会場に来られない立川市内の福祉施設の

方々にプレコンサートとして、8月から10月までの

期間で6ヶ所開催。演奏していただく国立音楽大学

の学生さんが、それぞれの施設へ、木管楽器や金

管楽器を持参され、心のこもった演奏をしていた

だきました。演奏を聴いた福祉施設を利用してい

る障害者の方からは、お礼の手紙を演奏した方に

渡してくださいと預かる

こともあり、学生さんや

施設の利用者さんとの音

楽を通じて、出会いやふ

れあい、交流を感じられ

るコンサートとなりまし

た。 

ふれあいミュージック・フェスティバル2013 開催されました! 

地域懇談会開催しました！！ 

 11月10日(日)「ふれあいミュージック・フェス

ティバル2013」が国立音楽大学講堂大ホールに

て、開催されました。 

 東京ガス株式会社多摩支店の特別協賛を得て、

「障害のある方や小さなお子さん連れでも、誰も

が一緒に楽しむことのできるコンサート」をコン

セプトに、今年度で21回目を迎えています。 

 開催当日は、国立音楽大学ハンドベルリンガー

ズclaireの方々によるハンドベル演奏や、パイプ

オルガンの独奏、休憩をはさんで金管バンド

KUNITACHI 
BRASS  CHOIR
の皆さんと、ピ

アニストの方が

演奏する前で、

耳にされること

が多い歌劇から

の曲を、歌手の

方々が歌ってく

ださいました。 

 また、来場される方のための準備をしてくださ

＜地域懇談会のお知らせ＞＜地域懇談会のお知らせ＞＜地域懇談会のお知らせ＞＜地域懇談会のお知らせ＞    

    

    

第2回目の懇談会では、出された地域の課題

を共有し、その課題解決のために｢どんな取り

組みが必要か」、｢どんなまちになるといい

か｣について意見交換を行います。 

皆さまのご意見から、具体的な取り組みに

つなげていけたらと思います。 

 

 

〇幸町地域懇談会〇幸町地域懇談会〇幸町地域懇談会〇幸町地域懇談会    

 日時：平成26年1月25日(土) 10:00～12:00 
 場所：幸学習館 第一教室 

〇錦町地域懇談会〇錦町地域懇談会〇錦町地域懇談会〇錦町地域懇談会    

 日時：平成26年1月28日(火) 19:00～21:00 
 場所：子ども未来センター 201・202会議室 

〇富士見町地域懇談会〇富士見町地域懇談会〇富士見町地域懇談会〇富士見町地域懇談会    

 日時：平成26年2月21日(金) 19:00～21:00 
 場所：滝ノ上会館 集会所 

 

※申込みは不要ですので、直接会場にお越し  

 ください。また、第1回目に参加していない  

 方も、参加をしていただける内容です。 



  

～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・講座イベント・講習・講座イベント・講習・講座イベント・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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■シビル市民講座シビル市民講座シビル市民講座シビル市民講座    

        現代のナショナリズムを考える現代のナショナリズムを考える現代のナショナリズムを考える現代のナショナリズムを考える            ー国はなくとも人は生きるーー国はなくとも人は生きるーー国はなくとも人は生きるーー国はなくとも人は生きるー    

  今回のシビル市民講座は、現代のナショナリズムを批判的に検証し、国家が亡んでも人の命は亡びない生

を生きてきた人びとの経験をたずね、ナショナリズム、国家を越える力を獲得する一歩にしたいと思いま

す。 

 日 時：平成26年1月25日(土) 14：00～17：00  
 場 所：柴中会公会堂(立川市柴崎町3-9)    

  内 容：私にとって国とは 

     ・｢被災から学んだ生きる道」講師：川島 正雄さん（東京大空襲体験者）  

     ・｢私は日本人？ 中国人？ という問いは永遠のゼロ」講師：北島 凌翔さん（中国帰国者の会） 

 定 員：30名（申し込み順）  
 参加費：1,000円  
 
 

 

■高齢者の消費生活トラブル■高齢者の消費生活トラブル■高齢者の消費生活トラブル■高齢者の消費生活トラブル        ～早期発見のために～～早期発見のために～～早期発見のために～～早期発見のために～    

    三多摩市民後見を考える会は、安心して暮らせる地域社会づくりに寄与するために、セミナーや勉強会の実施

等に取り組んでまいりました。しかし、認知症高齢者が予測を上回るスピードで増加している現状にありまし

て、当会も活動する事業を拡大し、更に貢献できる体制を創っていく必要があると考えています。 

 そのためには先ず、皆様と共に幅広い知識とスキルを学ぶことが重要であると考え、会員の月例勉強会のうち

今年度は2回を“皆様とご一緒に学ぶ勉強会”として開催を予定しております。 

 

  日 時：平成26年2月2日(日) 10:00～12:00 
  場 所：オリンピック曙ビル703 （株）東京在宅サービス事務所内会議室（立川市曙町1-25-12） 

  講 義：高齢者を狙う悪徳商法の手口、被害発見のポイント、被害発見時の対応など 
  講 師：澤木 佐重子氏 消費生活相談員 
  定 員：20名 (先着順) 
   

   申込み：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 
     

■キネマたちかわ無料！上映会「鉄道員キネマたちかわ無料！上映会「鉄道員キネマたちかわ無料！上映会「鉄道員キネマたちかわ無料！上映会「鉄道員    ぽっぽや」ぽっぽや」ぽっぽや」ぽっぽや」 

 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。1999年作品、降旗康男監督 浅田次郎原作 ｢鉄道員 ぽっぽや｣を上映します。 
  

  日 時：平成26年1月21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。 
    

   問合せ：キネマクラブ(古橋さん)  ☎042-563-1015 
 
 
  

 申込み・問合せ：シビル１階事務室（平日13:00～19:00）(金井さん) 

          ☎042-524-9014 � civiltachikawa@yahoo.co.jp 
         HP：http://space.geocities.jp/sudajuku_tachikawa/civil/index.html    



●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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■地域健康づくりグループ支援事業のサポーターになりませんか地域健康づくりグループ支援事業のサポーターになりませんか地域健康づくりグループ支援事業のサポーターになりませんか地域健康づくりグループ支援事業のサポーターになりませんか 

 身近な会場を使って、介護予防・健康増進の活動を広めます。体操好きな方、地域の交流を広めたい方の

参加をお待ちしています。 
 日 時：1月26日(日) ※2月下旬～3月にも同様の内容で開催を予定しています。 
 場 所：NPO法人ケア・センターやわらぎ(立川市富士見町2-31-23) 
 内 容：健康体操の指導の仕方を学びます。 
 資 格：介護職員初任者研修修了者(ホームヘルパー2級)もしくは体操が好きな方 

 主 催：立川市健康推進課のグループ支援事業受託団体 

 
   申込み・問合せ：NPO法人ケア・センターやわらぎ(廣岡さん) 

      ☎042-526-2207  

■「パソコンを楽しもう」「パソコンを楽しもう」「パソコンを楽しもう」「パソコンを楽しもう」    受講生募集のお知らせ受講生募集のお知らせ受講生募集のお知らせ受講生募集のお知らせ 

 パソコンを始めて間もない方のためのパソコン初心者入門講座です。立川市在住者及在勤者、市の入門講

座受講者、その他初心者の方が対象です。パソコンが初めての方には、下記講座とは別に個別指導します。  
 

■宇宙の心情氣功「円氣功（えんきこう）」■宇宙の心情氣功「円氣功（えんきこう）」■宇宙の心情氣功「円氣功（えんきこう）」■宇宙の心情氣功「円氣功（えんきこう）」 

 「氣」は、スパイラル状に円を描きながら動いています。氣功で古いものを弾きだし、新しい氣をとり入れま

しょう！円氣功は、体だけでなく心や精神をも共にした氣功です。全く初めての方でも大丈夫！初心者クラス。

体験教室も随時開催中。お気軽にご参加ください。 

 
  日 時：平成26年1月7日(火)、1月14日(火)、1月21日(火)、1月28日(火) 
      いずれも 10:30～11:30(お茶菓子付き) 

 場 所：NPO法人円十字協力／円氣功 （立川市錦町1-15-19  2階） 
 参加費：2,000円                             
 その他：毎月の「参加費の一部」は、国内外の各施設等へ「寄付」させて頂いております。 

     服装は自由（激しい運動等はありません）    

 

  申込み：NPO法人円十字協力(千葉さん、野原さん) 
                         ☎042-528-0036 �info@enjuji.org 

月  日 場所(学習館) 10:00～12:00 13:30～15:30 

  1月9日(木) 砂川第２教室 

ワードで地図入り案内状の作成 

ネットでクリップアートの検

索・相談コーナー 

  1月16日(木) 高松第２教室 

  1月22日(水) 砂川第１教室 

エクセル Ⅴ  

便利な関数を使ってみよう 

ネット地図の活用・相談コー

ナー 

デジカメから写真の取り込み 

パソコンのセキュリティー対

策・相談コーナー 

  2月12日(水) 砂川第１教室 

  2月26日(水) 砂川第１教室 

ムービーメーカーでスライド

ショー作成 

フリーゲームで楽しもう・ 

相談コーナー 

定 員：各コース16名（パソコンを持参してください。） 

参加費：1回 200円 ご希望のコースを受講ください。 

 

 申込み：パソコン相談員研究会事務局(中村さん) 

     ☎090-3083-1816  �n.nakamura@mbc.nifty.com  

●●●●            ●●●●            ●●●●            イベント・講習・講座イベント・講習・講座イベント・講習・講座イベント・講習・講座            ●●●●            ●●●●            ●●●●    
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■■■■中途失聴・難聴者「つばさの会」立川からのお知らせ    

〇メンバー募集メンバー募集メンバー募集メンバー募集 

 つばさの会では、聴覚障害者のために情報交換とコミュニケーションをとれる機会を設けています。手話

ができない人でも、話しを要約しスクリーンに投影しますのでコミュニケーションがとれます。 

※活動を手伝ってくださる当事者やその家族、ボランティアも募集しています。 

 
     日 時：毎月第二日曜日 13:30～16:00 ／場 所：高松学習館(立川市高松町3-22-5) 
 

〇病気や高齢のため、耳が聞こえない、聞こえにくくなった方のパソコン教室受講生募集病気や高齢のため、耳が聞こえない、聞こえにくくなった方のパソコン教室受講生募集病気や高齢のため、耳が聞こえない、聞こえにくくなった方のパソコン教室受講生募集病気や高齢のため、耳が聞こえない、聞こえにくくなった方のパソコン教室受講生募集 

 パソコン初級からゆっくりと学びます。講師は障害者を中心に指導をされ、説明などもスクリーンに映し

出しますので、聞こえにくい方も安心して参加をしていただけます。※ノートパソコンをご持参ください。 

 

    日 時：毎月第一、第三木曜日 12:00～16:00（30分休憩含む）早退や遅刻も自由です。 

    場 所：立川市総合福祉センター2階 第2活動室 (立川市富士見町2-36-47) 
    参加費：入会金2,000円、1回1,000円 ／対 象：中途失聴者、難聴者の方。年齢不問。初心者歓迎。 

 

   問合せ：つばさの会（小島さん）FAX：042-526-3949／�ako.o.e.e283@gmail.com 

■■■■みんなの展示場中村洋久絵画館からのお知らせ 

●NPONPONPONPO法人なかよし会｢すきっぷアート展法人なかよし会｢すきっぷアート展法人なかよし会｢すきっぷアート展法人なかよし会｢すきっぷアート展2014201420142014｣｣｣｣ 
   平成24年の｢描かなきゃ始まらない展｣に続いての発表です。26年のスタートに際して｢すきっぷ(18歳

以上)アート展｣を開催します。この2年間、展示目標に向かって10名以上が懸命に制作に取り組んだ約

60点の成果を展示しますので是非見に来てください。 

 
  日 時：平成26年1月11日(土)～26日(日) 土、日、祝日開催 10:00～16:00 
      一報いただければ平日も可能 (最終26日は15:00まで) 

●｢和紙ちぎり絵教室｣生徒応募！｢和紙ちぎり絵教室｣生徒応募！｢和紙ちぎり絵教室｣生徒応募！｢和紙ちぎり絵教室｣生徒応募！ 
 室内で、ゆったりした気持ちで、仲間と和紙をちぎり楽しみながら作品を作ります。指先を使い、頭

を使い身体の活性化、健康向上に自然に繋がります。まずは挑戦です。初心者大歓迎です。丁寧にお教

えします。講師は当みんなの展示場で8年の実績と他教室、施設等で指導しています。 

 
開催日：毎月1回 第二火曜日 13:30～15:30 

(年1回、無料で補習日を設け休んだ分を取り返せます。) 
会 費：月1,500円 (別に材料費1,000円～1,500円程度) 
その他：⑴希望により年1回展示会を開催しています。 
    ⑵申込み者には別途、詳細文書通知します。 
    ⑶申込随時 
 
 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 (中村さん) �h-naka77＠zat.att.ne.jp 

■あなたのまわりにお酒の問題はありませんかあなたのまわりにお酒の問題はありませんかあなたのまわりにお酒の問題はありませんか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。お酒の問題は、不登校・引きこも

り・うつ・暴力などを引きおこすことがあります。この苦しみは経験のない人には、なかなか理解されませ

ん。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。私たちは、仲間と経

験をわかちあうことから健康的な人間関係に立ち戻るために助け合います。 

 

 日 時：毎週木曜日 14:00～15:00 
 場 所：カトリック立川教会(立川市錦町2-8-10） 
 

   問合せ：NPO法人アラノン・ジャパンGSO ☎03-5483-3313  
     

●●●●             ● ● ● ●            ●●●●            ひと・モノ・募集ひと・モノ・募集ひと・モノ・募集ひと・モノ・募集        ●●●●            ●●●●            ●●●●    
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地域福祉コーディネーターだより 

栄町・若葉町 

見守り保育のボランティア募集見守り保育のボランティア募集見守り保育のボランティア募集見守り保育のボランティア募集    

 小さいお子さんがいるお母さんとお話をする機

会が最近増えました。子育て中の方が、各種講座

に参加したり、行政主催の会議に出席して意見を

伝えることはとても大切ですが、大体の企画にお

いて、保育は1歳以上のお子さんが対象です。10

月～12月に本会で開催した「ちょっと先輩の育児

サポーター養成講座」では、1歳未満のお子さんが

いても参加できるようにしたところ、すぐに申し

込みがいっぱいになりました。このようなお母さ

んたちが集まる会議や、サロンなどの交流の場で

見守り保育を担って下さる方がもっといらっしゃ

るとありがたいです。特別な資格はいりませんの

で、小さい子が好きな方、男性もご協力下さい。 

ご近所という財産ご近所という財産ご近所という財産ご近所という財産    

 羽衣町の住宅で、住民15名が集まり「見守り

マップ」作りをしました。号棟ごとに分かれ、自

分が比較的深く付き合っているお宅、親しく挨拶を

かわすお宅を線で結んでみました。すると、付き合

いがとても盛んで、お互いの異変にすぐ気づきあえ

るところと、どこからも線が伸びていない階と差が

出てきました。見守り活動の大切さは昨今言われて

いますが、全戸に対して四六時

中行う必要がない地域もありま

す。見守りが本当に必要なお宅

とどう接点をもっていくかを、

包括支援センター、民生委員、

自治会交えて検討していく予定

です。 

 

  

錦町・羽衣町 

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。 

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配置しています。 

今回は錦・羽衣町地区と栄・若葉地区の地域活動の様子をお届けします。 

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 

●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● 

参加してみませんか？ 

       ～健康麻雀・囲碁のお誘い～ 

 「飲まない」「賭けない」「吸

わない」をスローガンとした健康

麻雀が、現在各地域で行われてい

ます。今回紹介する『囲碁・麻雀

お楽しみ会』もその一つ。 

 『地域でのコミュニケーション活性化』を目的

に、さかえ会館が主体となって開催していますが、

男性の参加者が少ないのが悩みの種。『私は妻に行

くように言われてきました』と語るのは唯一の男性

の参加者。裏を返すと一人暮らしでご高齢の方は、

『声をかける人』がいない限り、地域活動参加には

足が遠のいてしまうことがよく

わ か り ま す。次 回 は 1 月 9 日

（木）13:00～20:00。どなたで

も参加可能ですので、お気軽に

さかえ会館にお越しください。 

アルコール依存症講演会、開催中です 

 去る12月12日(木)に立川断酒新生会による『ア

ルコール依存症』講演会が行われました。 

当日は講師の依存症体験談を中心に、アルコールの

上手な付き合い方とアルコールのもつ怖さを学びま

した。 

次回は幸学習館にて1月31

日(金)13:00～15:00に行い

ます。ご参加ご希望の方は

下記までご連絡ください

（☎042-537-7147 ）。 

●上砂町・一番町・西砂町 地域福祉コーディネーター 担当:枝村の連絡先はこちらです 

  �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連絡先 担当:柳澤 

☎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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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。 

■『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）■ 

相談の種類 実施日 時間 相談員 場所 

法

律

相

談

 

法律全般 

第1･3･4･5(日) 

13:00 
～16:00  

司法書士 

第2(日) 弁護士 

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) 相続アドバイザー 

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 介護支援

専門員 

福祉のしごと 第1(火) キャリア支援専門員 

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 時間 相談員 場所 

アルコール 第2・4(水) 
13:00 
 ～16:00 

立川断酒新生会 

立川市総合福祉

センター 

ふれあい(心配事など) 毎週(木) 
13:00 
 ～16:00 

民生委員 

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 


