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市民活動センターたちかわ

〒 190-0013 立川市富士見町 2-36-47
042-529-8323 ／ Fax:042-529-8714
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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平成27年9月27日 ふれあいミュージックフェスティバル2015開催！
小さなお子様連れでも、障害のある方でも、だ
当日ボランティア募集！！
れもが、気軽に良質な音楽にふれあうことが出来
るコンサートを今年も国立音楽大学で開催しま
コンサートを開催するためには多くの方々の協力
す！！
このコンサートは、国立音楽大学のご協力と、東 が必要になります。
当日、ボランティアとして、コンサートを盛り上
京ガス㈱多摩支店の協賛をいただき、今年で23回目
を迎えました。毎年1,000名ほどの来場者があり好 げてみませんか？
詳細、申込は9
9 月 11日（金）
11 日（金）
評をいただいています。
までに市民活動センターた
まで
まだ、申込みされていない方は、チケットの数
ちかわへ。
が残り少なくなっておりますので、お早めに下記
☎042-529-8323
までお申し込みください。
FAX042-529-8714
E-mail aiaivc@whi.m-net.ne.jp

ふれあい
ミュージックフェスティバル２０１５

＜＜ 今月号のもくじ ＞＞

日 時 平成27年9月27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
要整理券)
要整理券
※当日空きがある場合入場可
申込み 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・『ふれあいミュージッ
クフェスティバル希望』とご記入の
上、下記申込み先へ。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
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○平成27年9月27日ふれあいミュージック
フェスティバル2015開催！
当日ボランティア募集！！
○夏！体験ボランティア2015
○多摩信用金庫新任職員研修
○コミュニティ備品の貸し出し

P.1

○防災特集！
○第一生命社会貢献活動
○今年度も開催決定！「待っています。
地域の仲間と学びのパーティー」
○アール・ブリュット立川
○多摩のちからアート＆クラフトフェア
＠ISETAN TACHIKAWA 2015
○情報コーナー
○立川市社会福祉協議会 相談日程
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P.5-7
P.8

夏！体験ボランティア２０１５
ボランティアを通じて新しい自分の発見をしたり、新たな出会いや経験をする過程で、地域とつな
がっていく「きっかけ」づくりなどを目的とし、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7日時点で87名の方がお申し込みをいただきました。
参加の理由は「自分の視野を広げたい」「将来の仕事に役立てたい」「これまでの経験を活かした
い」などさまざまですが、活動先を自分で選び、積極的に活動へ参加することで、多くの発見や新たな
気付きが得られると思います。
まだまだ参加することのできるプログラムはありますので、まずはお気軽に、市民活動センターたち
かわまでご連絡ください！
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付けています。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？」「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」といったご相談もあります。最近では、働いている
方や、定年退職前後の方も地域貢献の一環として、ボランティア活動に参加する機会も増えています。
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、応援していま
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。

誰かのため、自分
のため。まずは、
チャレンジ！

多摩信用金庫新任職員研修
多摩信用金庫の理念でもある「お客様の幸せづくり」のた
めに、地域社会とのコミュニケーションを深め、主体的に地
域に貢献していくきっかけとなるための、新任職員研修を開
催しました。
ボランティア経験自体が初めての職員も多くいましたが、
暖かく受け入れていただいた施設や団体の皆さんのおかげで
日に日に表情や雰囲気も変わっていきました。
体験後の研修報告会では、実際に体験することでしか得る
ことのできない知識や情報をそれぞれのメンバーが共有し、
意見交換し、より深い学びの機会となったと思います。
今回の研修で得たものを何かしらの形で業務に活かし、地域に還元できるような力を発揮してくれる
ことを期待しています。
市民活動センターたちかわでは、職員研修のコーディネートも行っていますので、ご気軽にご相談く
ださい。

コミュニティ備品の貸し出し
市民活動センターたちかわでは、ポップコーン機や綿菓子機、太鼓等の貸し出しを行っています。秋
のお祭りや行事で、これら機材の貸出頻度が高くなることが予想されます。ご予約や日程確認等、ご連
絡はお早めに！
問合せ：市民活動センターたちかわ
立川市富士見町2-36-47 立川市総合福祉センター内
☎042-529-8323 FAX042-529-8714
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防

災

特

集

災害ボランティアセンター
皆さんは災害ボランティアセンターをご存じでしょうか？災害ボランティアセンターとは、災害時に
おいて迅速に復旧活動が成されるよう、全国からのボランティアを受け入れ、ボランティア活動が円滑
に展開できるよう、コーディネート（連絡・調整・活動場所の紹介など）するセンターです。主に現地
の社会福祉協議会で設置・運営されます。被災地の様子を映したニュース等で、ビブスを着用し活動し
ているボランティアの方をご覧になったことはありませんか？まさにそのボランティアを組織し、派遣
しているのが災害ボランティアセンターなんです！災害時には、ボランティアしたい方、ボランティア
に手伝って欲しい方、双方にとって意義のある組織です。
立川市社会福祉協議会では、災害ボランティアセンターの意義や役割を市民の皆さんに知っていただ
く為に、様々なイベントを通じて周知活動を行っています。

第Ⅳ期
災害ボランティアリーダー養成講座

総合防災訓練

4月から立川市災害ボランティアネットと共催で
開講した、第Ⅳ期災害ボランティアリーダー養成
講座の全カリキュラムが平成27年7月25日（土）を
持って、終了となりました。6回目のカリキュラム
には、災害ボランティアセンターの立上げ訓練も
行いました。
今回も講師としてシャン
ティ国際ボランティア協会の
白鳥氏をお迎えし、災害ボラ
ンティアセンターの設置・運
営についてご講義頂きまし
た。実際に3.11の被災地で運
営された時の体験を織り交な
がら解説されました。
その後、立川市災害ボラン
ティアネットのメンバーと、
講師の白鳥氏です
「ある日の災害ボランティア
センター」と題して、寸劇形式で模擬の災害ボラ
ンティアセンターの受け付けの様子を再現しまし
た。受講生にもボランティア役として参加してい
ただいたことで、より実践に近い形で進めること
が出来ました。受け付け時の混乱した様子を見
て、受講生の皆様は、「被災地の災害ボランティ
アセンターを少しでも体感することが出来た。」
と話されていました。

平成27年9月1日（火）に東京都・立川市合同総合
防災訓練が行われました。毎年、9月上旬の日曜日
に開催されていましたが、今年度は、東京都と立川
市が合同で開催することになり、近隣9都県市が参
加する、例年より大規模な訓練で、場所も国営昭和
記念公園がメイン会場となりました。
社会福祉協議会もブース出展し、災害ボランティ
アセンターについてのパネル展示を実施するととも
に、災害ボランティアセンターの運営訓練を、市内
のネットワーク構築を進めている関係機関や団体の
方々と一緒に実施しました。普段、災害ボランティ
アリーダー養成講座以外に、市民の皆さんの前で訓
練の様子を披露する機会がありませんでしたが、こ
の場に来ていただいた方には十分に伝わったと思い
ます。

受け付け時の訓練
の様子です。災害
時はより多くのボ
ランティアで溢れ
ることが予想され
ます。

昨年度の総合防災
での展示パネルで
また、同時
す。今回も同様の
に隣のブース
パネルを使用して
周知活動を行いま
では、近隣の
した。
社会福祉協議

会と合同で昭島
市・国立市・国分寺市・武蔵村山市・東大和市・立
川市の地図を合わせて、広域的な目線で見る図上訓
練を行いました。
実際に災害ボランティアセンターを運営する際に
は、近隣市との連携も欠かせないものとなります。
今回の訓練により、立川市のみならず、他市の被害
状況や社会資源を知ることができ、災害時に連携を
図る上での共通認識を得ることが出来ました。今後
も違った形で、実施したいと考えています。
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今年度も開催決定！

第一生命社会貢献活動
「待っています。地域の仲間と学びのパーティー」
「待っています。地域の仲間と学びのパーティ
(通称：まちパ)」とは、定年退職を迎えた団塊の
世代の方々を対象に、市民活動団体やサークル等
の紹介をすることで、地域活動へ参加するきっか
けの場として、武蔵野市や八王子市で実施してい
る「お父さんお帰りなさいパーティー」を参考に
開催したものです。
昨年度の開催では、100名を超える参加者にお
集まりいただき、大変な賑わいを見せました。
そして、本年度も継続してまちパを開催する予定
です！詳細は、決まり次第お知らせいたします。
多くの方のご参加をお待ちしております！

来たる9月26日（土）に子ども未来センターに
て、第一生命株式会社立川支店による、チャリ
ティーバザーが行われます。このバザーでの売上
金の一部を用いて、車いすを寄付する社会貢献活
動です。
立川市社会福祉協議会では、立川市内の地域包
括支援センターと地域団体の活動の場として、こ
の社会貢献活動のコーディネートを行い、当日は
障害者団体の手作り作品販売や、会場内での健康
相談、介護相談を実施する予定となりました。
市民活動センターでは、常時、企業の社会貢献
活動の相談を受けておりま
す。今後も力を入れて取り組
んでまいります。
当日は、ぜひお気軽に会場
へ足をお運びください！

昨年度実施した交
流会の様子です。
多くの方に参加し
ていただき、楽し
い時間を過ごしま
した。

アール・ブリュット立川

多摩のちから アート＆クラフトフェア
＠ISETAN TACHIKAWA 2015

平成27年10月14日(水)～10月18日(日)の期間、伊
勢丹立川店にて、多摩26市初のアール・ブリュッ
トが開催されます。
「アール・ブリュット」とは、美術教育を受けて
いない人が、伝統的な文化や潮流に流されること
なく、作者独自の方法により制作された作品のこ
とを指します。日本における発祥地である滋賀か
ら、都内では初となる中野区での大きなイベント
に広がり、今回立川市で開催する運びとなりまし
た。
すべての障害者(児)の方々の生きる希望、社会
参加のきっかけづくりになるだけではなく、作品
が持つ豊かな創造性と多様な価値観が、訪れた
方々の心にある偏見や固定概念を拭い去り、互い
の個性と人格を求め、ともに生きる社会、支えあ
う社会の実現にも寄与するものと思っています。
さらには、展示期間中の受付スタッフなどを通
しての就労意欲の喚起の
ほか、立川市でも企業と
の連携による作品の商品
化ができれば、障害のあ
る方々にとって新たな就
労の機会となり、自立し
た生活を送る上での可能
性も広がってくるものと
期待しています。

多摩の持つ魅力を内外に伝え、多摩の底力
を存分に発揮していただける機会をご提供す
るため、本年10月に、多摩地域のアート＆ク
ラフト作家の皆さまの展示販売会を、三越伊
勢丹立川店7階催事場で、開催する運びとなり
ました。
多摩地域（東京都23区以外の市町村）に会
社・工房がある個人・法人、またはお住まい
の方で、ガラス／金属／木工・漆／アクセサ
リー／など15のカテゴリから出展。約30ブー
スの出店が予定されています。
本年2月まで、立川市社会福祉協議会あいあ
いステーションの窓口をおいていた、三越伊
勢丹立川店でのイベントで、アート＆クラフ
トに取り組む障害者施設などの出展も期待さ
れることから、当会でも広報などの協力をし
ています。ぜひ、多摩地域にお住いの方たち
の手作り品をご覧ください。
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<開催期間>
平成27年10月28日(水)～11月1日(日)の5日間
10:00～19:30（11月１日最終日のみ17:00終了）
主催：株式会社 三越伊勢丹 伊勢丹立川店
特別協力：多摩信用金庫
協力：社会福祉法人 立川社会福祉協議会

～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。

●

●

ひと・モノ・募集

●

■見守り保育ボランティアご協力の
お願い
子育てのママ向け企画での、「見守り保育ボランティ
ア」をしてみませんか。
下記日程で、「子育てママ向けプチ防災講座」が開催
されます。その際、1時間ほど赤ちゃんの見守り保育のボ
ランティアをしてくださる方を探しています。
日 時：平成27年9月16日（水）10：00～11：00
場 所：西砂児童館（立川市一番町6-8-37）
持ち物：エプロン
募集人数：10名程度（20名定員の講座）
※1歳児以上は別室で保育あり、0歳児は同室参加として
います。
※10：00～11：00の講座の間、別室での見守り保育とな
ります。
（11：00～は、お子さんもママと同室での質問&カフェタ
イムになります。）
●

●

●

●

●

●

※万が一のために行事保険（損害補償・賠償責任保障
の保険）に加入しています。
主 催：WestWave
申込み：☎042-534-9501 FAX042-534-9502
E-mail：dai6chiku@sweet.ocn.ne.jp
第6地区地域福祉コーディネーター（柏﨑）

■子連れ ピラティス レッスン
専門のインストラクタ―の指導の下、約1時間ピラ
ティスレッスンを行います。他では珍しい子連れで参
加できるサークルです。子育てで凝り固まった身体を
ピラティスでほぐし、リフレッシュしながらシェイプ
アップしませんか？
日 時：毎週水曜日 10：00～12：00
場 所：滝ノ上会館（立川市富士見町4-16-10）
アンジュ
参加費：1回800円
問合せ：ヨガサークルange （中村さん）
E-mail ： ange.taiken@gmail.com

イベント・講習・講座

●

●

●

所：立川市女性総合センター・アイム 5階
（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。
E-mail：ccafetama@tpc-net.com
もしくは、ボランティアさくら（岡田さん）
☎080-1163-5281
※電話受付時間：平日10：00～16：00
場

■第８１回 立川親と子のよい映画をみる会
映画「うしろの正面だあれ」
この映画は、落語家故林家三平師匠の夫人で、現在、
エッセイストとして活躍中の“下町のおかみさん”こと
海老名香葉子さんが、少女期の体験を児童向けに書き下
ろした「うしろの正面だあれ」（金の星社刊）が原作。
日 時：平成27年9月22日（火・祝）
一回目10：30～12：10 二回目13：30～15：10
三回目16：30～18：10
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）
料 金：4歳以上 大人・こども同額
前売券800円（当日券900円）
問合せ：「立川親と子のよい映画をみる会」事務局
☎ 042-535-1456(鈴木さん) ☎ 042-535-2966(岡野さん)

■安保条約・地位協定とオスプレイと
—どうなる米軍横田基地—
横田基地に米軍の戦略輸送機オスプレイＣＶ22が2017
年より逐次配備されると接受国通報があった。
現在、基地公害訴訟で頑張っておられる福本道夫団長
に講師をお願いし、さらに増える騒音問題、オスプレイ
事故の対応など横田周辺の抱える問題点を映像交えなが
ら、解り易くご説明頂きます。更に、今後の横田基地の
あり方にもご提案があります。
日 時：平成27年9月18日（金）18 ：30～20：30
場 所：立川市女性総合センター・アイム 5階
第3学習室（立川市曙町2-36-2）
参加費：無料
定 員：70名（当日受付順）
問合せ：錦法律を知る会（馬場さん）
☎080-5474-0459
E-mail：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。がんの患者さん・ご家族など、どなたでもご参
加いただけます。医療従事者によるミニレクチャーも
あります。
日 時：第15回 平成27年9月19日（土）
第16回 平成27年10月17日（土）
第17回 平成27年11月21日（土）
第18回 平成27年12月19日 （土）
いずれも13：30～15：30 （平成28年1月はお休み）

●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

●

●

●

内

容：①「育児の今昔～出産・母乳育児の変遷を
通して母子の絆を考える～」
②「人との出会いのなかで自分がみえる
～ミニ体験で感じてみよう～」
③「聞き手の心にひびく、
おはなし会をめざして」
講 師：①河房子さん（助産師）
②小野良子さん（臨床心理士）
③木谷洋子さん（おはなしたまご代表）
場 所：①②立川市女性総合センター・アイム
（立川市曙町2-36-2）
③たまがわ・みらいパーク
（立川市富士見町6-46-1）
参加費：無料
定 員：20名
申込み：ミニトマの木 ☎042-525-2723（鶴澤さん）
申込期間：平成27年9月15日（火）～9月29日（火）

■みんなの展示場中村洋久絵画館
からのお知らせ
①第8回「スケッチ大賞展」
一般応募による水彩画、油絵、パステル画、色鉛筆
画等の作品を8月下旬にプロ画家始め美術大学講師
元新聞記者など10名による審査を行い、大賞、準大
賞、特別賞等を選出し、各賞作品含み応募全作品を
展示。
日 時：平成27年9月4日（金）～27日（日）
10：00～16：00（最終日は14：30まで）
支 援：東京ガスライフバル多摩中央（株）
（株）藤和ハウス立川店
②岩崎 博の「ガリ版画展」
同氏のガリ工房の所蔵品作品や、ガリ版画に水彩等
で色付けした作品や自ら制作した豆本やポストカー
ドなどを展示。
日 時：平成27年10月2日(金)～25日(日)
10：00～16：00（最終日は14：30まで）
③スケッチ教室生徒募集！
★土曜コース
初心者大歓迎。初歩から丁寧にお教えします。
日 時：毎月第2・3土曜日継続開催10：00～12：00
会 費：2回で2,000円 入会金なし
（年1回 休んだ生徒に無料教室開催）
講 師：市谷富治（スケッチ教室講師10年の実績
元郵政省大臣官房勤務 美術関係審査員多数）
★日曜コース
F4版以上の大きめのスケッチブックを使用します。
日 時：毎月第2日曜日継続開催 10：00～14：30
（4時間30分）注：1日で2回分
会 費：月2回分で3,000円 入会金無し
（年1回 休んだ生徒に無料教室開催）
講 師：久我修一（スケッチ教室講師7年の実績
プロ画家、美術大学等多数講師 講師作成のレポート
で絵画の基本～実践指導～評価のサイクル徹底）
①②（金・土・日・祝開催）③ともに
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）
☎＆FAX042-524-4702 （中村さん）
E-mail：h-naka77@zat.att.ne.jp

■「家族介護技術講座」＆「ホーム
ヘルパー再チャレンジ講座」
認知症の理解を深めて頂くと共に、腰痛予防を目的とし
た介護技術の基本について学んでいただく「家族介護技術
講座」と、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った方、「現在介
護職だけど自信なく、こっそり勉強をしてみたい」という
方等を対象に「ホームヘルパー再チャレンジ講座」を同時
同時
開催いたします。
開催
日 時：平成27年10月17日（土）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（移乗・移動介助、
おむつ交換、着脱介助など）」
対象者：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、現任者
受講料：無料
定 員：10名（先着順）
締切り：平成27年10月15日（木）
申込み：☎042-538-2321 FAX 042-538-1302
E-mail： kiitos-hh@shisei.or.jp
至誠キートスホームヘルプステーション（川鍋さん）

■婚外子差別にNO!
■婚外子差別にNO!電話相談・
NO!電話相談・2015
電話相談・2015
■子育て支援ボランティア養成講座
このボランティア養成講座は、講師の先生方のお話を
聴いていただいて子育て支援ボランティアとは、どんな
ものかを理解していただくものです。
子育て経験者、子育て経験がなくても子どもが好きな
方、老若男女を問わず、どなたでも多くの方の参加をお
待ちしております。
日 時：①平成27年10月6日（火）
②平成27年10月27日（火）
③平成27年11月17日（火）
①②③いずれも10：00～12：00

私たちは婚外子差別の撤廃と、結婚せずに子どもを産
んでも差別されない社会を求め、26年間運動してきた市
民グループです。
「婚外子差別にNO!電話相談」に2012年7月から、取り
組んできました。わからないことや日々の思いなど、気
軽にお電話ください！！
日 時：平成27年9月24日、10月22日、11月26日、
12月10日 いずれも木曜日14：00～20：00
主 催：なくそう戸籍と婚外子差別・交流会
問合せ：☎042-527-7870
E-mail：kouryu2-kai@ac.auone-net.jp
取次先：☎＆FAX03-3302-9219（夜間）

●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

●

●

●

参加費：500円
講 師：天野秀昭氏
（日本冒険遊び場づくり協会理事）
定 員：20名（定員になり次第締め切り
保育1歳～学齢前5名まで）
①②ともに
申込み：チャイルドラインたちかわ
☎＆FAX042-538-3035 （田城さん）留守電
E-mail：cl.tachikawa@gmail.com

■“三多摩市民後見を考える会” 第1２回無料セミナー
老後の備え！知っておきたい制度と事
業～成年後見制度と日常生活自立支援事業～
“老後の備え”第3弾として、住み慣れた地域で安心し
て安全に自分らしく生きるために「成年後見制度と日常
生活自立支援事業」について一緒に学びましょう！
一部「成年後見制度について」
二部「日常生活自立支援事業について」
日 時：平成27年10月24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：一部 稲葉英一氏（三多摩市民後見を考える
会会員 特定社会保険労務士）
二部 立川市社会福祉協議会
地域あんしんセンターたちかわ職員
参加費：無料
定 員：40名（申込み順）
※前日までにお申し込みください。
申込み：三多摩市民後見を考える会（川杉さん）
☎＆FAX042-531-0624
携帯電話090-7832-6506

■子育てママ向けプチ防災講座
＆子育ておしゃべりＣａｆｅ
「備蓄って災害時にいつどのくらい必要なの？」「最初
から買い揃えるのは負担だなぁ…」「子どもを抱えなが
ら、どこまで荷物を持って避難する？」子どもを抱え、
家庭を持ったからこそ、災害に対しての備えは気になる
もの。9月は防災月間！みなさんのおうちは準備万端？今
回は防災のスペシャリストを講師に招いて、ママ達の疑
問質問に答えてもらうよ！
日 時：平成27年9月16日（水）10：00～12：00
場 所：西砂児童館（立川市一番町6-8-37）
定 員：20名
費 用：300円（近隣ケーキ屋さんの菓子付き♪）
保 育：1歳以上有、0歳児同室参加可
※保育ボランティアさんによる別室保育
申込み：☎042-534-9501 FAX042-534-9502
E-mail：dai6chiku@sweet.ocn.ne.jp
第６地区地域福祉コーディネーター（柏﨑）
（氏名・住所・電話番号・メールアドレス明記）
※受付次第返信しますが、3日以内に返信が無ければお問
い合わせください。

■チャイルドラインたちかわ
市民公開講座
①「子どもの心に寄り添う～チャイルド
ラインってなあに？～」
「子どもが思春期になって、何を考えているかわからな
い」という保護者や「地域の子どもたちをもっと理解し
たい」という子どもに関わる活動をしている方、是非ご
参加ください。チャイルドラインの活動を通して見えて
くる今の子どもたちが抱える現実や、子どもの気持ちに
寄り添う意味を考えます。コミュニケーションを深める
ワークも取り入れた参加型の講座です。
日 時：平成27年9月13日（日） 14：00～16：00
場 所：立川市子ども未来センター2階 201会議室
（立川市錦町3-2-26）
参加費：500円
講 師：山中ゆう子氏
（チャイルドラインたちかわ代表）
定 員：20名（定員になり次第 締め切り）

■多摩パブリック法律事務所
「不安を安心に」無料法律相談会
多摩パブリック法律事務所は「市民の法的かけ込み
寺」として、東京弁護士会による支援のもと設立され
た都市型公設事務所です。
この度、創立７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。
お金のトラブル、不動産関係、相続、離婚、成年後
見、事業者向け法務、労働問題、刑事事件、債務整理
など幅広い種類の案件を取り扱っていますので、お気
軽にご相談ください。
日 時：平成27年11月14日（土）
10：00～16：00（ 1枠30分）
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
予約受付：平成27年10月26日（月）から受付開始
定員になり次第締め切り
受付時間：9：30～19：00（土・日・祝は除く）
予約電話：☎042-548-2450 （事前予約制）

②「子どもの自己肯定感を育むために
おとなができること」
子どもは本来、AKU（＝危ない、汚い、うるさいも
の）です。」という天野さん。・・・・なのに今の世の
中、これをゆるさない。迷惑をかけない子どもこそが
「良い子」となっていく怖さ。「AKU」のエネルギーに
振り回され、悩んでいる母親や先生や子ども支援に関わ
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 時：平成27年9月27日（日） 14：00～16：00
場 所：立川市子ども未来センター2階 201会議室
（立川市錦町3-2-26）

●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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相談の種類

実施日

法律相談

毎月

相続相談

毎月 第2･4火曜日

時間

第3土曜日

相談員
弁護士

13:00
～16:00

概要
完全予約制 1人45分

相続アドバイザー

完全予約制
ファイナンシャル
1人50分
生活設計相談
毎月 第3火曜日
プランナー
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総務担当へご連絡ください。

相談の種類
成年後見制度

実施日
毎月 第2土曜日

時間
13:00
～16:00

相談員
司法書士

概要
完全予約制
1人60分

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

アルコール相談

毎月 第2・4水曜日

ふれあい(心配事など)

毎週 木曜日

時間
13:00
～16:00

相談員
立川断酒新生会
民生委員

概要
予約不要
電話相談も可

※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
相談の種類

実施日

時間
相談員
概要
完全予約制
13:30
立川麦の会
精神障害者の家族相談
毎月 第2月曜日
～16:30
(面談のみ)1人80分
家族相談に関するご予約・お問合せは・・・立川麦の会/担当:柳澤へご連絡ください。☎042-563-4569
※第2月曜日が祝日の場合は、第3月曜日になります。

■市民活動センターたちかわのFax番号、部屋・印刷機などの貸出窓口が変更になりました!
市民活動センターたちかわが、4月から立川市総合福祉センター1階に移動し、Fax番号が変更となりまし
た(Fax042
042042-529529-8714)。電話番号は、今まで通り(☎042-529-8323)で変更ありません。また、部屋・印刷機
8714
などの貸出窓口が、1
1階総合窓口でお受けすることになりましたので、ご注意ください。
階総合窓口

●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

■『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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