
   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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◆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。 

 

■「夏！体験ボランティア」参加者募集継続中!! 

 ７月からボランティア活動が始まり、すでに大勢の

方に参加いただきました！ありがとうございます！！ 

 ８月の活動メニューに、まだ空きがあることから、

参加者を継続して募集しています。８月にもたくさん

の魅力的な活動があります！ 

 募集期間が過ぎたからとあきらめていた方！今回の

記事で初めて「夏！体験ボランティア」のことを知っ

た方！どんな方でも大歓迎です。まずは活動先一覧を

手に取り、ページをめくってみませんか？この夏、良

い思い出づくりを、お手伝いさせてください！ 

 

■ボランティア活動、初心者大歓迎!! 

「この夏、初めてのボランティア活動をしてみたい」

「ボランティア活動をしてみたいんだけど、どうした

らいいんだろう？｣という皆さん、参加の“きっか

け”としてご活用ください！ 

 学生の方が多いですが、おとなの方もお待ちしてい

ます！いろいろ経験してみましょう！！ 

夏!体験ボランティア夏!体験ボランティア夏!体験ボランティア夏!体験ボランティア2014201420142014 参加者募集継続中！！ 参加者募集継続中！！ 参加者募集継続中！！ 参加者募集継続中！！    

～注目！活動先が増えました！！～～注目！活動先が増えました！！～～注目！活動先が増えました！！～～注目！活動先が増えました！！～    

■フェローホームズ■フェローホームズ■フェローホームズ■フェローホームズ    仲間の家・森の家仲間の家・森の家仲間の家・森の家仲間の家・森の家    

 富士見町にある高齢者の方が暮らす施設です。ど

んなきっかけでも、どんなことでも支援活動につな

がります！夏休みの一部を使ってみませんか？ 

■森の子保育園■森の子保育園■森の子保育園■森の子保育園    

 砂川町にあります！広い園庭と、明るい園舎の中

で子ども達がのびのびと楽しく過ごしています！ 

子供たちと夏の想い出を作りませんか？ 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜    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    ＞＞＞＞＞＞＞＞    

○夏!体験ボランティア2014 参加者募集継続中 

○障がいのある人もない人も暮らしやすい立川 

 を考える会～地域懇談会の取り組み～                           

○多摩信用金庫新人職員ボランティア研修 

○コミュニティ備品を使って、つかって、盛り 

 上げよう 

○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／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 
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■参加方法 （１→２→３→４の順ですすむ） 

1、｢活動先一覧」を受取る 

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、市民

活動センターたちかわに郵送にて資料請求する。 

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

書に記入する。 

※高校生以下の方は、保護者の同意書が必要。 

3、市民活動センターたちかわで申込み（日曜日除く） 

申込み場所は「立川市総合福祉センター」とい

う、富士見町２丁目にある建物の２階。 

本人が｢参加申込書｣を持参。ご希望をもとに受入

れ施設や日程の相談を行います。 

4、事前説明会  

参加が決定したら、各施設の事前説明会に参加し

（電話のみが多い）活動を開始してください。 
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■「地域懇談会」に参加している方の声 

『はじめは障がいの事を分からなく不安だったが、

今は「個性」だと感じられるようになった』 

『民生委員やボランティア団体の活動を知れた』 

『日頃からの地域とのつながりの大切さを感じた』 

多摩信用金庫新人職員ボランティア研修 

■たましんの新人研修に協力しています！ 

 多摩信用金庫では、新人職員に対し、より主体性

や社会性を身に着け、地元立川への還元に力を注げ

るように、昨年度より「新人職員ボランティア研

修」を実施しています。市民活動センターたちかわ

では、当初よりその研修に協力しています。今年は

100名の新人職員の方をコーディネートしました。

今回はその様子をお伝えします。 

■座学研修 

 今年は7月9日～7月22日までの期間で、1グルー

プにつき3日間を3回に分けて実施しています。 
 まず1日目の午前中に座学研修を半日かけて実施

しています。これはボランティアを行ったことのな

い職員がいることと、なぜ金庫職員がボランティア

体験をする必要があるのかを理解してもらうために

行っています。職員の皆さんは施設でのボランティ

アは初体験ということで、皆一様に緊張した面持ち

で参加されていました。 

■ボランティア体験 

 そして1日目の午後から、3日目の午前中まで実際

に施設でのボランティア体験をしています。施設は

高齢・障害・児童の3分野から合計12ヵ所にご協力

いただきました。市民活動センターたちかわでもそ

のボランティアの様子を数か所伺いました。 

いずれの施設でも、職員の方々は一生懸命に利用者

と接しており、施設の方に話を伺ったところ「1日目

は緊張していましたが、2日目からは主体的に利用者

と関わってくれています。」と嬉しい変化が聞いて

取れました。 

■振り返り 

 3日目の午後からは振り返りの座学研修を行ってい

ます。それぞれ受入れ施設ごとに報告があり、中で

も利用者とのコミュニケーションに苦労されたよう

でしたが、それを職員の皆さんは自発的な声かけや

レクリエーションを通して解消されたようでした。

今後も多種多様な方と金庫窓口や地域で関わりが出

てくると思われ、このボランティア研修で得たこと

を金庫職員としての業務に生かしてくれたらと感じ

ました。 

振り返り研修の様子

です。皆さん1日目

と違い、晴れやかな

表情で発表に臨まれ

ていました。 

今後も市民活動セン

ターたちかわは企業

の社会貢献や研修プ

ログラムに力をお貸

ししていきます！ 

  

  

障がいのある人もない人も暮らしやすい立川を考える会 

～地域懇談会の取り組み～ 

～今後のイベント・学習会～ 

◆◆◆◆防災体験会in立川防災館(5地区主催) 

日時:平成26年8月24(日)10～12時半(集合:9時50分)  

会場:立川防災館(泉町1156-1) 
申込み締切:8月9日(土)市民活動センターまで 
◆初めての防災準備あれこれ(4地区主催) 

日時:平成26年9月3日(水)10～12時  

会場:さかえ会館(栄町4-6-2) 
◆初めての防災準備あれこれ(4地区主催) 

日時:平成26年9月30(火)10～12時  

会場:若葉会館(若葉町3-34-1) 

■障がいのある人もない人も暮らしやすい立川を考え

る会(以下、「考える会」)って？？ 

 平成21年より、障がいの垣根を越えて市内団体が 

集まり、「ともに考え行動すること」「楽しく活動す 

ること」をモットーに障がいのある人もない人も暮ら 

しやすい地域社会づくりを目指し活動しています。 

 

■考える会の「地域懇談会」って？？ 

 立川市内6つの地区に分かれ、より小さな地域単位

で障がいのことを理解してもらいたいという視点から

発展させたものです。 

 各地区で参加メンバーもさまざまです。 

障がい当事者、関係団体、民生委員・児童委員、ボラ

ンティア団体、市議会議員、障がいや地域のつながり

に関心のある方など、障がいのある人ない人に関係な

く、地区ごとで自由に取り組んでいます。 

 

*立川市内6つの地区で開催* 
1地区：富士見・柴崎 4地区：栄・若葉 

2地区：錦・羽衣   5地区：泉・幸・柏・砂川 

3地区：高松・曙・緑 6地区：上砂・一番・西砂 

※地域懇談会に参加したい方、記事に関する問い※地域懇談会に参加したい方、記事に関する問い※地域懇談会に参加したい方、記事に関する問い※地域懇談会に参加したい方、記事に関する問い

合わせは、市民活動センターたちかわまで合わせは、市民活動センターたちかわまで合わせは、市民活動センターたちかわまで合わせは、市民活動センターたちかわまで        

Tel:042 ‐ 529 ‐ 8323 /Fax ： 042-548-1724 

E-mail：aiaivc@whi.m-net.ne.jp 
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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● 
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コミュニティ備品を使って、つかって、盛り上げよう！！ 

４月から３０００名を超える方々の利用あり！！ 

■「コミュニティー備品」を活用いただき、  

  ありがとうございます！！ 

 ４月１日から７月１５日までの期間で、２０団

体、３３７８名（子供１７６４名・大人１６１４

名）の方々にご利用いただきました！ 

 主な利用備品は、綿菓子機・ポップコーン機が

多く、地域や団体、保育園などのイベント・夏祭

りに利用されています。 

 保育園からは長胴太鼓の利用も多く、子供たち

が一生懸命太鼓をたたく姿は、とても愛らしく、

周りを笑顔にしてく

れることでしょう！ 

■貸し出し対象となる団体を確認ください！ 

 ○立川市教育委員会で認定された社会教育関   

  係団体 

 ○市内在住在勤者で組織され、会員を10名以 

  上有しており、かつ政治・宗教・営利活動 

  を目的としていない団体 

 ○公共的団体 

 ○市民活動センター 登録団体 

 ○その他、特に認めた団体 

               

■繁忙期にご注意ください！！ 

 例年、学校の夏休みが始まる最初の土・日曜

日、8月の第4土・日曜日は、夏の繁忙期です。 

 秋になると、10月下旬・11月上旬が混雑するよ

うです。 

 すでに、夏は予約で埋

まった日付も多くなってい

ますが、秋は少し余裕があ

ります。お早目にご予約下

さい。 

 繁忙期には、多くの方に

楽しんでいただくため、譲

りあってご利用ください。 

■貸し出し可能な 

 「コミュニティー備品」 

○綿菓子機 

○ポップコーン機  

○紅白幕 

○集会用テント 

○アンプ 

○マイクロホン 

○ワイヤレスマイクロホン 

○コードリール 

○長胴太鼓 

○曳太鼓 

 
■「コミュニティー備品」を借りる方法 

①市民活動センターに問い合わせ！ 

 利用したい日時に、希望備品が予約できるか確

認します。（先着順） 

★電話番号：０４２－５２９－８３２３ 

 

②空いていたら予約！ 

 団体名・代表者名・連絡先・貸し出し期間をお

伝えください。 

 

③貸し出し日に「立川市総合福祉センター」  

 までお越しください！ 

 来所した際に「借用申請書」にご記入いた

だきます。身分証明書やご印鑑は必要あり

ません。お気軽にお越しください。 

★所在地：立川市富士見町2-36-47 

★営業時間：月～金曜日9:00～19:00 

※曳太鼓は、保管場所が異なります。 

 

④返却時は、使用する前よりお綺麗に！！ 

 大勢の方に気持ちよく利用していただく

ため、返却前に清掃のご協力よろしくお願

いします！ 

 また「使用状況届出書」に参加人数を記

入の上、署名・捺印いただきます。 

 

●ご注意ください● 

※現在は、平成26年12月までの受付を行っ

ています。平成27年1月から 3月までの受付

開始日は、現在のところ未定です。後ほど

ご案内いたします。ご了承ください。 



  

～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            ●●●●            ●●●●            ●●●●    
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 ■お酒で悩み、苦しむ人へ 

  東京立川断酒新生会 『第15回アルコール勉強会』  

 私たちの周りにはアルコール問題で悩んでいる方々がたくさんいます。アルコールに溺れて苦しんでいる

本人、巻き込まれて泣いている家族があります。アルコール依存症は、家族ぐるみ（共依存）の病気です。

苦労しながら回復への道を歩んでいる方々の体験、長年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。 

 ぜひご参加くださいますようご案内申しあげます。   

 日 時：平成26年8月10日(日) 13:00～16:30 
 場 所：立川市柴崎学習館 3階第3教室・会議室 (立川市柴崎町1-1-43)     
 内 容：テーマ『酒害…アルコール依存症』 
 講 師：柴田 永子先生 （三船クリニックソーシャルワーカー）  
     武藤 葉瑠名先生（三船クリニックソーシャルワーカー）  
     断酒会会員・家族ほか参加者 

 問合せ：東京立川断酒新生会 会長  坂田さん☎0428-76-1596 
                          事務局 田中さん☎042-507-8409 

■「自殺予防いのちの電話」公開講座■「自殺予防いのちの電話」公開講座■「自殺予防いのちの電話」公開講座■「自殺予防いのちの電話」公開講座        『社会的排除を超えて』『社会的排除を超えて』『社会的排除を超えて』『社会的排除を超えて』    

 「社会的排除を超えて、多くの人が生きやすい社会にするため、みんなで支えあって何とかしよう」とい

う視点で活動されている湯浅 誠氏にお話しをうかがいます。 

 ※社会的排除ー失業や病気、障害、差別などで生活が困窮し社会参加の機会から排除されること。 

 日 時:平成26年8月9日(土) 14:00～16:00(13:30開場) 

 場 所:ルネこだいら 中ホール(小平市美園町1-8-5) 
 講 師:湯浅 誠氏 

 定 員:400名(入場無料) ※事前の申込みが必要です。 

  ※手話通訳がつきます。 

  ※未就学児の無料託児は、8月2日(土)までに電話で東京多摩いのちの電話事務局へ。 

 申込み:電話またはFAX、メールでお願いいたします。 

         NPO法人「東京多摩いのちの電話」事務局 公開講座係 

         ☎042-328-4441  FAX042-328-4440(月曜日～金曜日10:00～17:00) 
                 ✉koukaikouza@tamainochi.com 

■■■■大人の学び直し社会科大人の学び直し社会科大人の学び直し社会科大人の学び直し社会科  ①日本近現代史①日本近現代史①日本近現代史①日本近現代史    ②玉川上水②玉川上水②玉川上水②玉川上水    

    ベテラン教員のわかりやすく、面白い授業でもう一度勉強してみませんか。 

①高校日本史Ａ（明治維新から敗戦まで）    

 日 時：平成26年9月13日・27日、10月11日・25日、11月8日・22日、12月6日・20日、 

          平成27年1月10日・24日、2月14日・28日    全12回 いずれも土曜日 14:00～16:00 
    講 師：楢崎 茂彌氏 
    参加費：12回 20,000円 
②小学校社会科4年「東京の水」 

 日 時：平成26年9月14日、10月12日、11月16日・12月14日 全4回 いずれも日曜日 13:00～15:00 
 講 師：福田 恵一氏 
 参加費：4回 8,000円 
 場 所：シビル（立川市柴崎町3-10-4） 

 申込み：一般社団法人シビル（河野さん） ☎:042-524-9864   Fax：042-524-9014  
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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● 

●●●●            ●●●●            ●●●●            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        ●●●●            ●●●●            ●●●●    

■■■■みんなの展示場中村洋久絵画館からのお知らせ 

 ①和紙ちぎり絵＆子ども絵手紙展 
 ちぎり絵仲間5人の力作と子どもたちが7月20日夏休み絵手紙教室で描いたポストカードと小さな「うち   

わ」の写しを展示。 
 日 時：平成26年8月1日(金)、2日(土)、3日（日）、7日（木）、8日（金）、9日(土)、10日（日）、 

          22日（金）、23日（土） 開催 10:00～16:00 
 
 ②「絵・文字画教室」 生徒募集 9月12日（金）スタート！ 
 絵手紙のような絵を習いたいが、面白味のある文字も描きたい。そのような方々の要望に応え「絵と文

字」の2科目を丁寧にお教えします。 
開催日：月1回 第二金曜日（毎月継続）13:30～2時間程度       
申込順：会費 月（2科目で）1,500円 入会金なし 申込者には、別途詳細文書通知 定員など 15名 
講 師：土本 良彦氏（東京芸大卒）日本校文館児童書、日本の資源、南極物語イラスト担当、 

                 絵本出版など多数、絵画、彫刻…など。   
 

 ③「スケッチ大賞」作品募集！ 締切8月23日（土）（郵送も可） 
 第7回を迎えます。水彩、油、パステル、色鉛筆、ペン、水墨画などあらゆる分野のスケッチ画が対象。審

査員は、久我修一氏（プロ画家）始め芸大卒イラストレーター、テレビ局マネージャー、元新聞記者など10
名。各賞を決め、受賞者にプロサイン入り「賞状、記念品」を贈呈。 

1、応募要件：大きさＦ1またはＦ0（約16㎝×22㎝）油絵は、SM版 
       応募点数制限無し 過去、現在の作品問わない。各賞展に応募していない作品 
2、応募方法：作品裏面に作品、住所、氏名、電話を記載  
3、参加費：1点1,000円（額マット貸与1セット100円） 
4、発表・展示 9月6日（土）～28日（日） 金、土、日、祝日開催  

10:00～16:00 
      注：発表は9月1日（月）以降当展示場及び新聞掲載予定 
応募、申込み、問合せ、会場:みんなの展示場中村洋久絵画館(立川市柴崎町2-21-17 都保健所並び) 
                    ☎＆Fax042-524-4702 (中村さん) 

■ほっとステーション「コミュニティ広場」からのお知らせ■ほっとステーション「コミュニティ広場」からのお知らせ■ほっとステーション「コミュニティ広場」からのお知らせ■ほっとステーション「コミュニティ広場」からのお知らせ    

    ★だれでもアート教室★だれでもアート教室★だれでもアート教室★だれでもアート教室    

 今回は、「植木鉢に描くアナログ画」素焼きの植木鉢の素材を触感的に楽しみながら、色の不思議な世界

が表現されます。子どもから年配の方、ハンディのある方も、一緒に楽しめるアートです。 

（企画：多摩ｆｕｎアート） 
 日 時：平成26年8月24日（日）10:30～12:00 
 参加費：500円（材料費込） 
 ★★★★ＤＡＩＧＯエコロジー村で自然を満喫しましょう（エコロジー村で自然を満喫しましょう（エコロジー村で自然を満喫しましょう（エコロジー村で自然を満喫しましょう（****＾^^^____＾^^^****））））    

 日 時：平成26年8月2日（土）10:00～16:00 
 参加費：大人1,000円 子ども500円（小学生以上） 
 集合場所：夕焼け小焼けふれあいの里 駐車場 (バスで来る方も…バス停になっています。) 
   ※DAIGOエコロジー村は、八王子市恩方にあります。 
 内 容：花炭体験・エコロジー村の散策・清流での川遊び（マイビーチで浅瀬です。） 

※昨年の遊びの様子は、さくらんぼ保育園ブログ・2013年7月28日で検索 
実施場所と問合せ：さくらんぼ保育園（立川市砂川町2-36-13） 

         ☎:042-537-9440 （鈴木さん） 

         「立川市さくらんぼ保育園ブログ」で検索してみてください。 
          ＵＲＬ：http://blog.livedoor.jp/sakuranbo9440/ 



■小水力発電交流会    三多摩三多摩三多摩三多摩        会員・賛助会員募集会員・賛助会員募集会員・賛助会員募集会員・賛助会員募集    

本会は、2011年から一般社団法人「シビル」主催で、見学会2回、講座4回、実践的学習会4回、団体や個

人の意見交換の交流会4回を実施してきました。その実績を基盤に本会を発足いたしました。 

三多摩各地で活動している団体や個人、またこれから始めようと考えている方たちの 

意見交換と交流の場です。皆様のご参加お待ちしています。 

  

年会費：2,000円 

  
  連絡先：一般社団法人シビル（立川市柴崎町3-10-4） 

 ☎042-524-9014（河野さん） 

●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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■川の流れに発電装置を置いてＬＥＤ電球をつけてみましょう■川の流れに発電装置を置いてＬＥＤ電球をつけてみましょう■川の流れに発電装置を置いてＬＥＤ電球をつけてみましょう■川の流れに発電装置を置いてＬＥＤ電球をつけてみましょう    

        参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

この学習会を繰り返し実施して、立川市にも小水力発電の設置の実現をめざします。 

 

日 時：平成26年8月23日(土) 10:00～12:00 

場 所：柴崎体育館前 根川（立川市柴崎町6-15-9） 
参加費：大人500円・高校生以下300円 
問合せ：小水力発電交流会・三多摩   

          ☎:090-4960-3027（事務局長 箱石さん）  

■あなたはどこで死にたいですか？■あなたはどこで死にたいですか？■あなたはどこで死にたいですか？■あなたはどこで死にたいですか？    

  団塊世代をピークに今後40年間で6000万人が旅立ちます。あなたは、その中の一人です。還暦を過ぎれ

ば、年々余命は短くなります。最期のことは、考えていますか？死因は癌、脳血管疾患、心疾患、肺炎など

ですがみな高齢者です。がんの終末期、脳卒中などで寝たきりの終末期、認知症の終末期を知っています

か？ぴんぴんころり、尊厳死など夢のまた夢ですよ！この国の死に場所は、病院、自宅、施設しかありませ

ん。東京都の孤独死は4000人を超えたようです。今後、急増するのは介護難民、看取り難民、がん難民で

す。なんで死ぬか、いつ死ぬかは選べませんが、「どこで死にたいか」は選べます。 
皆様の選択の一助のために日本の現状、東京の現状、多摩の現状をお伝えします。 

日 時：平成26年10月4日（土） 13:30～15:30 
場 所：立川商工会議所 12階 第3会議室（立川市曙町2-38-5） 
講 師：立川在宅ケアクリニック 

     院長 井尾 和雄氏 
 参加費：無料  先着100名（予約申込みが必要です。） 
 申込み・問合せ：在宅ホスピスボランティアさくら （岡田さん 平日10:00～16:00） 

☎080-1163-5281    Fax:042-534-6965  

  

■■■■麻雀クラブ花ショーブ参加者募集 

  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。 

 

日 時：毎週木曜日 12:00～16:30 
    場 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：300円 

 問合せ：麻雀クラブ花ショーブ ☎042-525-2445(岸野さん) 

●●●●            ●●●●            ●●●●            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 

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。 

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 

子育てサポート講座「発達に凸凹のある子どもとの日々子育てサポート講座「発達に凸凹のある子どもとの日々子育てサポート講座「発達に凸凹のある子どもとの日々子育てサポート講座「発達に凸凹のある子どもとの日々

～父親の立場から～」開催します～父親の立場から～」開催します～父親の立場から～」開催します～父親の立場から～」開催します 

 発達に障害のある方に関わるお仕事をされなが

ら、発達に凸凹のあるお子さんの父親でもある方か

らお話を聞きます。専門的アドバイスから父親とし

てのユニークな体験談まで。申込み不要。直接会場

へ。西砂児童館との共催です。 

 関心のある方はどなたでもいらして下さい。 

 日時:日時:日時:日時:8888月月月月23232323日(土)日(土)日(土)日(土)14:0014:0014:0014:00----16:0016:0016:0016:00    

        会場:松中小学校会場:松中小学校会場:松中小学校会場:松中小学校4444階視聴覚室階視聴覚室階視聴覚室階視聴覚室    

    講師:荻原講師:荻原講師:荻原講師:荻原    稔氏(都立青峰学園教諭)稔氏(都立青峰学園教諭)稔氏(都立青峰学園教諭)稔氏(都立青峰学園教諭)    

     

第九小学校第九小学校第九小学校第九小学校5555年生が認知症サポーターに年生が認知症サポーターに年生が認知症サポーターに年生が認知症サポーターに 

 去る7月8日、上砂町にある第九小学校の5年生80

名が認知症サポーター養成講座を受講しました。 

 地域包括支援センターのスタッフから「認知症は

病気のひとつ」「周りの接し方によってご本人を追

いつめることも楽な気持ちにすることもできるんだ

よ」といったお話を聞きました。 

 「好ましい対応例」と「本人を混乱させる対応

例」についてDVDを観たり、寸劇を体験したりもし

ました(大熱演!)。↓ 

子どもたちが学校の行き帰り

や放課後に認知症で困ってい

る方と出会う機会もあるはず

です。身近な人の変化の受け

止め方も変わってくるかもし

れません。 

 地域団体や事業所の方たちにも今回のような講座

開催が可能です。「認知症になっても安心してうき

うき散歩ができるまち」を一緒に目指しませんか。 

上砂町・一番町･西砂町 

錦町・羽衣町 

介護予防教室～東羽衣会介護予防教室～東羽衣会介護予防教室～東羽衣会介護予防教室～東羽衣会  

 去る6月25日、まだ建て替えて真新しい東羽衣会

館で介護予防教室を開催し14名が参加しました。介

護保険制度が大きく変わる今後、地域の助け合いに

大きな期待がかけられています。そんな話題を持ち

出しましたが、こちらの地域はご近所の助け合いが

まだまだ健在という印象を持ちました。 

 地縁を持たない人とも簡単な助

け合いに参加してもらえるように

「ちょこっとボランティア」にも

数名の方がご登録されました。 

    

マタニティフォト撮影会＆写真のイロハ講座マタニティフォト撮影会＆写真のイロハ講座マタニティフォト撮影会＆写真のイロハ講座マタニティフォト撮影会＆写真のイロハ講座    

    6月末の梅雨の合間、子ども未来センターで13名

の妊婦さんが参加して講座が開かれました。ワー

カーズコープさんとの共催、また先輩ママも企画立

案、当日の運営を一緒にして下さいました。妊婦さ

んの時から、地域にネットワークを作ってほしい、

という目的で開催し、待ち時間は先輩ママと参加者

で情報交換をして過ごしました。

プロのカメラマンに妊婦姿を撮影

してもらう貴重な機会となりまし

た。これからも子育ての企画など

を情報提供していく予定です。 

 

災害時要援護者名簿の活用災害時要援護者名簿の活用災害時要援護者名簿の活用災害時要援護者名簿の活用    

    今年度の本名簿の取り扱いについて自治会と行政

の協定が始まります。賛同を得られた自治会さんか

ら、自治会加入者に関わらず、名簿に載っている方

と近所の自治会班長さんとの懇談会を開き、発災時

だけでなく日ごろの見守りに繋げたいと思います。 

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 

●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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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 

生活設計相談 第3(金) 
ファイナンシャルプラ

ンナー 

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 


