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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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夏！体験ボランティア２０１4 参加者募集！！
■夏！体験ボランティアとは？
7月から8月の夏休み期間を利用して、ボラン
ティア活動を体験するプログラムです！高齢者施
設でお年寄りの方とお話しをしたり、納涼祭など
のお手伝いをします。また、障
害がある方との作業やレクリ
エーションを楽しんだり、保育
園や子ども達が利用できる施設
で、一緒に遊んだりと様々なプ
ログラムを用意しています。

3、窓口にて申込み ６月２３日(月)～7月１７日(木）
必ずご本人が｢参加申込書｣を市民活動センターた
ちかわ窓口までご持参ください。
ご希望をもとに受入れ施設や日程
の調整を行います。
※7月17日以降もプログラムに
よっては申込みできます。
4、事前説明会
参加が決定したら各施設の事前説明会(施設ごと
に形態は異なります)に参加してください。

■参加対象と参加費
市内または近隣に在住・在学の中学生以上。一
部小学生も参加できるプログラムがあります。在
勤の社会人の方も参加可能です。
参加費は500円(ボランティア保険代、すでに加
入されている方は無料)です。

○参加者の感想
・みんなに『ありがとう』と言われて本当にうれしかった
です！また会いにいきたいです！
・何をしていいのか分らなかった私に、手助けしていただき
本当にありがとうございました。これからも感謝の気持ち
を大切にしていきたいと思います。

■参加方法 （１→２→３→４の順ですすむ）
1、｢活動先一覧」を受取る 6月1３日(金）から配布
市民活動センターたちかわ窓口または伊勢丹立
川店６階あいあいステーションにて受け取るか、
82円切手を同封の上、住所・氏名・電話番号を明
記し、市民活動センターたちかわに郵送にて資料
請求してください。

＜＜ 今月号のもくじ ＞＞
○夏!体験ボランティア2014
○ふれあいミュージックフェスティバル2014
○登録団体事業紹介おはなしたまご
○平成26年度 市民活動助成審査結果
○情報コーナー
○地域福祉コーディネーターだより
錦町・羽衣町／栄町・若葉町
○立川市社会福祉協議会 ふれあい相談

2、希望する活動を選んで「参加申込書」を記入
「活動先一覧」からプログラムを選び、参加申
込書に必要事項を記入してください。
※高校生以下の方は、保護者が記入した同意書
が必要です。
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９月開催！！ふれあいミュージックフェスティバル２０１４♪
ふれあいミュージックフェスティバルは、障害の
ある方やお子様連れの方など、誰もが気軽に楽しむ
ことのできるコンサートです。
東京ガス㈱多摩支店の協賛のもと、今年で22回目
を迎えました。国立音楽大学にご協力頂き、毎年
1,000名ほどの来場者から好評をいただいていま
す。また、コンサートの運営を、立川市内のボラン
ティアさんにご協力していただいています。
国立音楽大学のみなさんによる華麗なブラスサウ
ンドを聴きに、ご家族やお友達、ご近所の方をお誘
い合せの上、是非お越しください。
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。

時 平成26年9月27日(土) 14:00～16:00
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 平成26年7月1日(火)より受付開始
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。
042-529-8323／Fax：042-529-8714
E-mail：aiaivc@whi.m-net.ne.jp
日
場

おはなしたまごのおはなし会（市民活動助成事業）
■助成事業の一例として
今回の市民活動センター通信では、次ページに26
年度の市民活動助成の審査結果を掲載しています。
そこで、実際に市民の皆さんの寄付・会費の一部で
ある助成金がどんなことに使われているのか、その
一例をご紹介させていただきます。

に目の当たりにした現状も、お話ししてくださいま
した。被災地の小学校では、放射能汚染の影響か
ら、子ども達が校庭に出られる時間が限られている
ことや地元原産物を自分たちで食べられないこと、
また、男性は仕事や両親の面倒を見なければならな
いが、母親と子どもは避難したい為、離婚が多いこ
となど…様々な問題があるとのお話がありました。
今回、このおはなし会に参加したことで、語りの
必要性を強く感じました。おはなしたまごさんに
は、是非今後も活動を継続してほしいと願っていま
す。

■おはなしたまごの助成金事業に参加しました！
5月18日（日）午前中に、おはなしたまごさんの
助成事業である「藤田浩子さんのおはなし会」が子
ども未来センターにて行われました。大変人気のあ
る先生がお話しされるということで、当日は子ども
から大人まで、定員90名を超える107名の方にご参
加いただけたようです。
お話し会は2部構成となっており、第1部は子ども
向け、第2部は大人向けのお話しとなっていまし
た。子供向けのお話しは、藤田先生が福島やアメリ
カで伝承されてきた語りを、明るくにこやかに、時
にはおどろおどろしくお話しされていました。子ど
もたちも先生の話に一生懸命耳を傾け、一緒に歌を
歌ったり、驚いたりと、一喜一憂しながら聞いてい
ました。
第2部は大人向けということで昔話に加えて、藤
田先生が東北被災地の仮設住宅を語り歩いてきた際

■団体の支援として
市民活動センターたちかわでは、毎年市民活動助
成として市民活動団体の活動の支援を行っていま
す。助成金事業以外にも、団体の広報のお手伝いや
備品の貸出し事業等も行っておりますので、是非お
気軽に何でもご相談くだ
さい！

「藤田浩子さんの
おはなし会」の様
子
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平成26
平成26年度
26年度 市民活動助成審査結果
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、市民活動団体への助成を行っていま
す。市民による審査会を経て、下記のように 20 団体に助成することが決定しました。
※助成団体についてはホームページ(http://www.tachikawa-shakyo.jp/skct/)団体一覧のページをご覧くださ
い。
No.

団体名

申請金額

申請区分

¥50,000

市民交流事業

ボランティア講演
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中高年ミュージカルパフォーマンス
ぐるーぷ たっきぃ
非営利団体｢sawaka lab(サワカラ
ボ）」

¥50,000

市民交流事業

０歳からのクラシックコンサート

3

日本書を選定して読みあう会

¥50,000

市民交流事業

次世代に残したい本について書評を掲載した
フリーペーパーの印刷頒布及び次号用イン
ターネット投票

4

NPO法人

¥50,000

5

牡鹿半島を支援する会

¥50,000

6

福島と立川の子どもたちの会

¥50,000

7

LFGかるがも愛の家族立川

¥45,000

市民交流事業

第3回東京・多摩・立川アディクションセミ
ナー

8

おはなしたまご

¥50,000

市民交流事業

藤田浩子さんのお話し会

9

パソコン相談員研究会

¥50,000

市民交流事業

パソコン初心者対象の講座を開講

10 NPO法人立川子ども劇場

¥50,000

市民交流事業

乳幼児サークル「しゃぼんだま」

11 三多摩市民後見を考える会

¥50,000

12 NPO法人バイオマス産業機構

¥50,000

13 チャイルドラインたちかわ

¥50,000

社会福祉に関す チャイルドライン立川設立10周年事業の開催
る普及活動
及び10年誌の発行

14 立川市手をつなぐ親の会

¥50,000

社会福祉に関す
立川市手をつなぐ親の会ホームページ作成
る普及活動

15 立川市聴覚障害者協会

¥50,000

社会福祉に関す
聴覚障害者のQOL向上の促進
る普及活動
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16

I`ll（アイル）

立川市肢体不自由児・者
たつのこ

父母の会

17 市民のひろば・憲法の会

申請内容

社会福祉に関す
事業所の運営について
る普及活動
その他/東日本大
震災の被災地復 ワカメ収穫作業のボランティア募集
興支援
社会福祉に関す 立川市民の交流と被災地住民のストレスを軽
る普及活動
減する活動

社会福祉に関す
成年後見制度の啓蒙及び普及活動
る普及活動
その他、環境文
化造形の普及・ 「もったいない」環境美化ものづくり
啓発

¥50,000

市民交流事業

親子で楽しむ臨床美術

¥50,000

市民交流事業

第28回
て）

憲法集会（歴史認識の問題につい

18

NPO法人市民活動サポートセン
ター・アンティ多摩

¥50,000

市民交流事業

活動をもっともっと元気にしたい!交流会の開
催

19

市民活動資料・情報センターをつく
る会

¥50,000

市民交流事業

市民アーカイブ多摩
準備

開館記念講演会と開館

社会福祉に関す
学習会「生と性」
る普及活動
●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●
合計
¥995,000

20 NPO法人こらそん

¥50,000
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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

●

●

●

あなたの老い支度は大丈夫ですか。PART19
あなたの老い支度は大丈夫ですか。PART19
「住み慣れた自宅で介護を受けながら、1日でも長く過ごすには」とお考えの方に。ヘルパー訪問や通所
のデイサービス、また短期宿泊など必要な介護サービスを総合的に提供する地域密着型の施設を紹介する講
演会です。実際にその施設の責任者の方から、介護保険制度上の「小規模多機能」のもつ役割について、具
体的に説明をしていただきます。
日 時：平成26年6月8日(日) 14:00～16:00
問合せ：多摩ホスピスの会
場 所：立川市柴崎学習館(立川市柴崎町1-1-43)
高田さん☎042-525-7408
講 師：鈴木 暁氏 (地域福祉サービス協会 小規模多機能
あけぼのさん家 責任者)
定 員：30名先着順・入場無料

■小規模多機能とは？

■布アート簡単教室｢カボチャを創る｣
｢布アート｣は、布を絵具代わりに使って、立体感のある絵をつくります。今回は、一般向け、誰でもが参
加できる｢布アート簡単教室｣を開きます。ご自分の楽しみの一つに、学んでみませんか。布は色や柄が多彩
にあり、誰でもが簡単に作品を創れるので、｢大人のアート｣として好評です。布地も用意いたしますので、
気軽にご参加ください。
☆私たちと活動しませんか！会員募集しています。［会費月200円］
日 時：平成26年6月7日（土）14:30～16:00
場 所：立川市柴崎学習館3階(立川市柴崎町1-1-43)
指 導：文化芸術いきいきネットワーク 佐藤典子氏･会員一同
費 用：一人200円(作品を入れる｢額｣と教材費)
持ち物：筆記用具布アート、ハサミ(布が切れるもの)、木工用ボンド(小)、両面テープ(弱、粘着性、巾7ミ
リから10ミリ程度、小)、布(木綿、絹、麻等)ご用意いたします。
締切り：平成26年6月3日(火)まで
申込み：文化芸術いきいきネットワーク（通称CAN）☎：042-535-5090（石川さん）

■「砂川判決」を勉強しよう –集団的自衛権と憲法について集団的自衛権と憲法について立川基地返還闘争の「伊達裁判」は、立川市民の皆さんは関心を持っておられると存じますが、最高裁に
上告された時の差し戻し判決は、余り知られていません。この判決を政府は、集団的自衛権の説明に持ち出
しました。最高裁「砂川判決」とはどんなものか、皆さんと一緒に勉強しましょう。正しい知識で正しい判
断を！！日本の未来に希望が持てるように！！
日 時：平成26年6月17日（火）13：30～15：30
場 所：立川市子ども未来センター 202会議室 (立川市錦町3-2-26)
講 師：中川瑞代氏 (弁護士)
定 員：20名（申込み順）
参加費：500円（資料代）
申込み・問合せ：錦法律を知る会 馬場さん ☎080-5474-0459 ✉ryuu_baba@yahoo.co.jp

■がんカフェたま
がんの悩みや不安など同じ思いの人々の語らいの場です。がん患者さん・ご家族など、どなたでもご参加
いただけます。
日 時：第三回 平成26年6月21日(土) 13:30～15:30
第四回 平成26年7月19日(土) 13:30～15:30
場 所：立川市女性総合センター・アイム（立川市曙町2-36-2）
参加費：無料
申込み：下記へメールにてお申込みください
もしくはボランティアさくら（岡田さん）
✉ccafetama@tpc-net.com
☎:080-1163-5281※電話受付時間：平日10:00～16:00
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イベント・講習・講座・助成金情報

●

●

●

■「生命保険信託とはどんなもの」
生命保険信託の制度の概要と活用方法についてお話しします。それに関連して信託銀行が取り扱っている
信託のうち、個人が利用しやすい商品についてもお話しします。また、生命保険の保険金の受け取り方、利
用の仕方についてもお話ししたいと思います。
日 時：平成26年6月28日（土）13:30～16:00
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)
講 師：吉川 進氏
参加費：無料
定 員：40名（申込み順）
※前日までに電話かFaxにてお申込みください。
申込み：三多摩市民後見を考える会（川杉さん）☎＆Fax:042-531-0624
携帯電話：090-7832-6506
5月以降は、ホームページからもお申込みが可能です。HP：http：//santamakouken.jp/hp/

■平成２６年度至誠ホーム ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座開催！
お年寄りの思いを残してあげよう～傾聴を形に～
毎年恒例のボランティア講座を開催いたします。これからボランティアを始めてみたい方、さらにステッ
プアップをされたい方、ぜひご参加ください。
日 時:第1回 平成26年6月18日(水) 13:30～15:30
講演：①傾聴(お話を聴く)について ②自分史作成について具体例を出しながら…③ロールプレイ
第2回 平成26年6月24日(火)～26日(木)のうち1日
実習:①特養、スオミグループホーム等で傾聴②記録の記入と提出
第3回 平成26年7月2日(水) 13:30～15:30
講演:①記録の残し方②どうやって簡単な一冊の自分史にしていくか?
③どのような効果が、高齢者自身や高齢者に関わる人々にあるのか?
講師：第1回、第3回ともに大塚典子氏
場所:至誠ホーム本館センター４階 研修室(立川市錦町6-28-15)
募集人員:20名(3週参加できる方)
参加費:無料 ※電話、FAX、メールにてお申し込みください。
<下記のボランティアも募集しています>
①衣類の仕分けボランティア
曜 日：ご都合の良い日で結構です。
時 間：ご相談に応じます。
場 所：特養3階・5階
内 容：衣類整理とできれば繕い物や衣類の名前つけもお願いします。
募集人数：各日1名～2名
②編み物クラブ
曜 日：第1・第3木曜日
時 間：13:30～14:30(その前後に送迎をお願いします。)
場 所：2階パントリーか4階ホビールーム
内 容：送迎と活動中、横で一緒に編み物を見てください。
募集人数：各日1～2名
申込み・問合せ:社会福祉法人 至誠学舎立川至誠ホーム 統括事務局 企画調整(寺澤さん・加藤さん)
☎:042-527-0035
Fax:042-527-2646
✉shisei-volunteer@shisei.or.jp
HP：http://www.shisei.or.jp/

■平成26
■平成26年度草の根育成助成
26年度草の根育成助成 対象事業募集のお知らせ
募集期間：平成26年5月20日(火)～6月20日（金）まで（消印有効）
対象事業：平成26年8月1日（金)～平成27年3月31日(火)に東京都で行われる医療・福祉分野、スポーツ分
野の事業
対象団体：東京都に拠点を有する非営利活動団体（任意団体を含む）
助成額：１事業当たり上限50万円 補助率50％以内
申請方法：詳細は財団HPをご覧ください。
問合せ：公益財団法人 草の根事業育成財団
☎:042-321-1132
: info@kusanoneikusei.net
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イベント・講習・講座
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Dreams Come True! ~夢の実現は言葉から~
夢の実現は言葉から~
率直に自己表現し、相手とも信頼関係を築きながら夢を実現していくにはどうしたらいいのか。より良い
コミュニケーションの具体的な方法を親業訓練インストラクターがお話します。ぜひ、ご参加ください。
※親業とは、人間関係を損ねることなく、相手の要求を尊重しながら、上手に自分の欲求を満たす画期的な
コミュニケーション法です。
日 時：平成26年7月19日（土）14:00~16:30
場 所：立川市子ども未来センター 201会議室 (立川市錦町3-2-26)
講 師：今井真理子氏（シニアインストラクター）
内 容：ロールプレイを含んだ、参加型の講演会です。
講演の後、グループに分かれてのワークショップを予定しています。
参加費：1,000円
申込み：ほっと♡ハート（松井さん） ☎070-6668-2327 ✉my-peko@wm.pdx.ne.jp

■２０１４年特別講演会のお知らせ

■シビル市民講座 自伝から読む歴史Ⅳ

相馬黒光と新宿中村屋「黙移」を中心に(
相馬黒光と新宿中村屋「黙移」を中心に(全６回)
全６回)
新宿中村屋の創業者、相馬黒光を通して、日本とアジアの近代史を考える。
日 時：第3回 平成26年6月14日(土) 18:00~21:00「中村屋の開業とボース」
第4回 平成26年6月28日(土) 18:00~21:00「中村屋をめぐる人々」
第5回 平成26年7月12日(土) 18:00~21:00「戦時下の中村屋とボース」
第6回 平成26年7月26日(土) 18:00~21:00「焼け跡の中から」
講 師：加藤晴康氏(横浜市立大学名誉教授)
場 所：シビル(立川市柴崎町3-10-4)
定 員: 20名(申込み順)
参加費：1回1,000円
申込み：一般社団法人シビル１階事務室 (平日13:00～19:00) ☎042-524-9014（河野さん）

■みんなの展示場中村洋久絵画館からのお知らせ
①第2回「絵手紙大賞 作品展」
みんなの展示場が「お母さんに関する絵手紙」をテーマで一般募集した作品を7名の審査員が審査した
「絵手紙大賞」を始め各賞含む全作品を展示。
日 時：平成26年6月1日(日)～29日(日) 金、土、日曜、開催 10:00～16:00
②第7回夏休み「子ども絵手紙教室」無料 参加受付中！
開催日：平成26年7月20日（日） 10:00～2時間程度
対象者：小学生 （受講料、教材費無料・みんなの展示場負担）
申込締切 平成26年7月13日（日）まで、先着20名 注）申込者父兄宛別途詳細文書通知
注）立川マイテレビ放送予定
③第10回「音楽会」参加者募集！ 開催10回を記念して…
開催日：平成26年7月6日（日） 13:00開始
参加費：一人1,000円 ワンドリンクサービス、お楽しみ抽選会、素敵な商品が当たります。
申込締切：平成26年6月28日（土）まで（申込書に参加費を添えて）
記念講演（50分）テーマ：「立川断層本当にあるの！」
講師：野尻明美氏（東北大学・工学博士、一級建築士、水彩スケッチカルチャー教室講師）
※7月5日（土）～27日（日）間、同氏の立川断層上の水彩スケッチ画35点を展示
音楽会「ハープ、ピアノ、バイオリン」コラボ演奏と皆で歌おう曲
会場・申込み：①②③ともに
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

●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
介護予防教室を開催
地域包括支援センターと協働で、介護予防教室を
開催しています。ある自治会（約200世帯）の集会
所では「介護サービスのあれこれ」に8名、「認知
症の予防について」は3名が参加されました。老人
会活動があるので、地域の人間関係の大切さには共
感されていました。簡単な頼みごとができたり、定
期的なお茶会、訪問活動などを提案したかったので
すが、参加者が少なかったので、再度練り直しで
す。
また、子ども未来センターでは「健康寿命を延ば
しましょう」と題して講座を開催しました。後半、
「閉じこもりがちなご高
齢者にどう働きかけると
良いか」と投げかけると
「話しかけてほしいとは
全く思っていないのでは
ないか」「簡単な挨拶な

ど、何度もしつこく働きかける」など、とても多様
な答えが返ってきて、具体的で参考になりました。
マタニティフォト撮影会＆写真のイロハ講座
出産後の孤立を防ぐため、妊婦の時から先輩ママ
と交流を持ってもらおうというイベントです。新生
児フォトの先駆者にステキな妊婦姿を撮ってもら
い、上手な赤ちゃんの撮影法も伝授します。
日時 6月30日(月)10時～12時／参加費 2,000円
場所 子ども未来センター／詳細・申込みは早川へ
共催 NPO法人ワーカーズコープ
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

栄町・若葉町
地域に拡がる、高齢者・認知症への理解
去る5月12日、さいわい包括・たかまつ包括・わ
かば包括との協働のもと、いなげや本社にて『認知
症サポーター養成講座』が行われました。対象は主
に多摩エリアを基盤とする、いなげやの社員さん32
名です。
本講座では、高齢社会の現状を始め、認知症の基
礎知識や対象者への応対方法・高齢者の疑似体験等
を通じ、主に高齢者の気持ちに寄り添った内容での
学習を実施。また講座の最後には５グループに分か
れ、それぞれが今後の店舗で『今日学んだことです
ぐにでも取りかかれること』について、ディスカッ
ションを行いました。
「認知症と思しき方
をよく見かけていたの
で、とても勉強になっ
た」「お客様への気配
り・目配り・心配りを

今以上に常に実践して
いきたい」「誰もが気
軽に立ち寄れ、幸せに
思える店舗を目指した
い」と言った声が挙が
り、“地域に愛される
いなげや”に、一段と磨きがかかった印象を受けま
した。
3名以上集まれば開催できる、『認知症サポー
ター養成講座』。開催をご希望の方は、お気軽にお
声掛けください。

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

●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
●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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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

生活設計相談

第3(金)

ファイナンシャルプラ
ンナー

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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