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祝！！市民活動センター☆たちかわ通信100号 

◆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 

 � 042-529-8323 ／ Fax:042-529-8714 

 � 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。 

新年と共に、本誌が１００号を迎える新年と共に、本誌が１００号を迎える新年と共に、本誌が１００号を迎える新年と共に、本誌が１００号を迎える

こ と を お 慶 び 申 し 上 げ ま す。こ と を お 慶 び 申 し 上 げ ま す。こ と を お 慶 び 申 し 上 げ ま す。こ と を お 慶 び 申 し 上 げ ま す。    

    また日頃より、市民活動センターへのご理解とご協

力を賜りありがとうございます。 

さて、新年の迎え方には、日本各地のみならず世界

中で様々なものがあり、それはそれぞれの地域の風

土、歴史、人種、宗教など多様な要素で現在の形が出

来上がっているものと思います。ＴＶなどで見る世界

各地の変わった風習などにも大いに興味を惹かれま

す。 

ところで、多様な価値観と多くの文化は、交わるこ

との難しさと同時に、心を通わせ、お互いに理解でき

た時に大きな喜びを教えてくれます。以前、多文化共

生交流の場で、ブラジルから日本に仕事に来ている方

から「日本の皆様に、日本語を教えて戴いたり、仕事

のお世話を受け感謝しています。私たちから皆様にお

返しできることは少ないのですが、でも、もっと人生

を楽しむことでしたらすぐにでも私たちは皆様に教え

ることができます」と、笑顔で語られました。逆に教

えられた感と同時に相互理解の必要性を痛感しまし

た。 

市民活動センターたちかわの活動が、多くの皆様の

参加、様々な交流、そして何よりも相互の理解を深め

ることによって「新しいたちかわの創造」に繋がるこ

とを期待しています。 

                             

 

 

  立川市社会福祉協議会 

     会長 鈴木 茂 

                                   

新年あけましておめでとうございます。新年あけましておめでとうございます。新年あけましておめでとうございます。新年あけましておめでとうございます。

「立川・ボランティアセンター」から「市民活動セン

ターたちかわ」へ改組したのは平成15年でした。本

年、平成28年は、14年目に入ってまいります。この間

に積み重ねた「市民活動センター☆たちかわ通信」が

が、第100号発刊を迎えました。皆様と共に、ボラン

ティア普及、市民活動団体支援、地域住民力づくり、

多様な協働の推進、等々、幅広く取り組んでまいりま

した。日頃より市民活動センターと御一緒に歩んでく

ださった皆様に心より感謝申し上げます。社会に目を

向けると、身近な地域から、国際情勢に至るまで、異

なる立場の融和が重要な時代であると痛感いたしてお

ります。お互いを認め合い相互理解を深め、排除から

包摂へ向けての取り組みが、より一層、必要だと感じ

ます。多様なものが、ぶつかりあうだけでなく、多様

であるが故に相乗効果を意識して協力し働き、力を結

集する。協働することの意義を見出していきたいで

す。誰もが有する優しく温かい気持ちをボランティア

等の各種社会貢献 活動に現し、助けあい、支えあい、

隣人を思いやる、地域社会の架け橋になるような行い

を増やしていく。市民性の向上、住民力の充実こそ

が、誰もが暮らしやすい私たちの立川や、世界平和に

も繋がるのではないでしょうか。志を高く持ち、使命

を果たしてまいりたいと願います。市民活動センター

は、民間組織ではありますが、公的な務めを担う立場

としての自覚を深め、皆様の御期待に応えていけます

ように、今後とも精進を重ねてまいります。本年もど

うぞよろしくお願いいたします。       

                  

       運営委員長                

        宮本直樹 
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「誰もがふつうにくらせるしあわせなまち立川」

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、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

します。 

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。 

平成28年度立川市社会福祉協議会 市民活動助成のお知らせ 

 

今年も開催しました！楽市案内人ボランティア！ 

内 容：平成28年4月から平成29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28年2月1日(月)～平成28年2月12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 t t p : / / w w w. t a c h i k a w a - s h a k y o . j p / s k c t /)  

 

問合せ：市民活動センターたちかわ（杉本・小林） 

 11月7日(土)、昭和記念公園にて、「楽市2015」

が開催されました。天候にも恵まれ、例年よりも多

くの方が参加し、笑顔と活気にあふれた会場となり

ました。 

    

■とにかく広い会場！■とにかく広い会場！■とにかく広い会場！■とにかく広い会場！    

 楽市には、多くの団体が出店をします。食品や作

品販売、活動の紹介等、各団体が趣向を凝らしたも

のばかりです。分野ごとに出店する場所が分けられ

ていますが、とにかく数が多く、加えて、広い会場

に所狭しとテントがあるため、初めて訪れた方はも

ちろん、過去に来たことがある方ですらどこに何が

あるのか迷ってしまうような状況です。 

■案内人ボランティアの役割■案内人ボランティアの役割■案内人ボランティアの役割■案内人ボランティアの役割    

 役割としては、大きく分けて2つありました。 

①会場の案内 

 会場の案内ボランティアは、当日、会場の入り口

に立ち、訪れる参加者に対し目的の場所を聞き、そ

こまでのルート説明をしたり、必要に応じてその場

所までご案内しました。また、テントごとに行って

いる催しの説明などを行いました。 

②障害者への付き添い 

 １人で会場を回ることや、お店とのやり取りに不

安がある方と一緒に会場を回り、移動や買い物のサ

ポートをしました。 

  

これらを、市民活動センターたちかわのスタッフと

一緒に行いました。 

～ボランティアさんの～ボランティアさんの～ボランティアさんの～ボランティアさんの1日の流れ～日の流れ～日の流れ～日の流れ～    

9：00～9：15 ボランティア集合、オリエンテーション 

9：15～10：15 会場の下見 

10：15～11：40 会場案内、付き添いサポート 

11：40～12：00 振り返り・解散 

 ボランティアさんが楽しそうに笑顔で活動する姿が

印象的でした。多くの出会いがある「楽市案内人ボラ

ンティア」は、来年度も開催予定です。ご興味のある

方は、ぜひ、ご参加ください！！ 

来場される方に

正しい情報をお

伝えするため

に、どこに何が

あるのか把握し

ます。 

☆ボランティア体験をしてみての感想☆ 

・案内をした方に「ありがとう」を言われたとき

に、とても充実感があった 

・一緒に会場を回った方たちと、笑顔でお話がで

き、とてもうれしかった 
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  ～ふれあいミュージックフェスティバル2015～アフターコンサート 

待っています 地域の仲間と出会いのパーティー ～さぁ、立川ではじめようぜ！～ 

 

 

 

 

 

  

 

 アフターコンサートとは、9月27日に国立音楽大

学講堂で行われた、ふれあいミュージックフェス

ティバルの会場に来場することの出来なかった

方々、たとえば、高齢者施設に入所されている方

や、障害者施設を利用している方に、国立音楽大学

の学生が施設に出向き演奏する、ミニコンサートで

す。 

 毎年、6施設に訪問しており、利用されている

方々からも、「初めて生演奏を聴けて良かった。」

「とても素敵なメロディーと衣装でコンサート会場

で聴いているようだった。」「楽器の名前を楽しい

おしゃべりで教えていただき、勉強になった。」等

の感想をいただいています。 

 アフターコンサートの良いところは、その施設に

合わせることが出来る。つまり、年齢やその施設で

よく聴いたり、歌ったりしている曲を当日の曲目に

入れたり、合わせて歌ったりすることが出来ること

です。また、鑑賞される方にとっては、移動時間や

人ごみの心配がないため、体への負担は少なく、リ

ラックスした状態で、生の演奏を聴くことがでいま

す。 

 間近に見たこともない楽器や、その音色に触れ、

共に歌ったり、時には共に合奏したりと、より一体

感を味うことが出来ます。 

 多くの市民の方に、良質の音楽を届けるため

に、今後も様々な施設で開催していきたいと思っ

ています。 

 今年度のアフターコンサートは、下記の場所・

日程で実施しました。国立音楽大学学生の皆さま

には心から御礼申し上げます。受入れ

施設のみなさまには温かい感想をいた

だきありがとうございました。 

 

 

 

 

    

   

  アフターコンサート開催場所・日程 

              

10/10 しらゆり福祉作業所…クラリネット3重奏 

10/17 国立あおやぎ苑立川…フルート3重奏 

10/24 砂川園…バイオリン・ピアノデュオ 

10/31 立川福祉作業所…木管5重奏 

11/14 テイクオフ…サックス・ピアノデュオ 

11/21 スマイルJr．…クラリネット4重奏 

 「待っています 地域の仲間と出会いのパー

ティー (通称：まちパ)」は、「これからは地域

で何かしたい」と考えている定年退職前後の方

に、新たなつながりや出会いを提供する場として

開催をします。 

 当日は、立川市で活動をするさまざまな団体の

方にお越しいただき、自身の団体の活動を紹介し

ていただきます。参加する方たちの、セカンドラ

イフが豊かになるヒントを得る、一助になれば幸

いです。 

○昨年度の様子をご紹介！○昨年度の様子をご紹介！○昨年度の様子をご紹介！○昨年度の様子をご紹介！    

    

活動内容に興味が

ある場合、より詳

細な情報を知れる

ような個別対応の

時間も設けており

ます。 

多くの団体が出店

をするので、会場

はとても賑やかで

す。和やかな雰囲

気の中で、ご自身

にとってのヒント

を見つけて下さ

い！！ 

交流会の様子です。団

体・参加者、全員で乾

杯！ざっくばらんにお話

をし、お互いに親睦を深

めることのできる有意義

な時間です。 

 

 

 

 

 

 

2回目の開催となる今回は、昨年度の反省点を踏ま

え、試行錯誤を重ねてきました。 

 このまちパに参加された一人でも多くの方が、

新たな仲間と“出会い”、そして“つながり”、

この立川で地域活動を“始めよう”と思えるきっ

かけになるようなイベントにしていきたいと思っ

ております。ご興味のある方は、奮ってご参加く

ださい。 

  

日 時：平成28年3月26日(土) 13:30~17:00 

場 所：たましんRISURUホール(立川市錦町3-3-20) 

対 象：定年前後の男性(女性や家族もＯＫ！) 

参加費：無料(交流会参加の場合、お一人500円) 

申込み：市民活動センターたちかわ まで 

    ☎042-529-8323/FAX042-529-8714 

    (担当：杉本・小林) 

        E-Mail:aiaivc@whi.m-net.ne.jp 

       shimin@tachikawa-shakyo.jp(新アドレス) 

                HP:http://www.tachikawa-shakyo.jp/sktc/ 
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プロボノ１DAYチャレンジプロジェクト 

立川駅南口防災フェア 

■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6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」

に出展しました。 

 このイベントは立川南口商店街が毎年実施してお

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と協働し、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

備蓄食料の販売も行いました。特に「ほのぼの灯

り」の作り方は盛況で、多くの親子連れの方々に立

ち寄っていただくことができました。 

■プロボノをご存知ですか？■プロボノをご存知ですか？■プロボノをご存知ですか？■プロボノをご存知ですか？    

 プロボノとは、仕事で培ったスキルや経験を活か

したボランティア活動のことを指します。「公共善

のために」を意味するラテン語が、由来となってお

り、アメリカ発祥の活動です。近年、日本でも企業

人やNPOの間で、プロボノに対する期待や関心が高

まり、多くの方が「プロボノワーカー」として活躍

し始めています。 

 

 

■プロボノ■プロボノ■プロボノ■プロボノ1DAYプロジェクトへの参画プロジェクトへの参画プロジェクトへの参画プロジェクトへの参画    

 今年度、市民活動センターたちかわでは、東京都

とNPO法人サービスグラントが主催する「東京ホー

ムタウンプロジェクト」へ協力し、そのプロジェク

トの一つである「プロボノ1DAYチャレンジプロ

ジェクト」に参画しました。これは、サービスグラ

ントに登録しているプロボノワーカーが、市民活動

団体のニーズに合わせて派遣され、市民活動団体

は、派遣されたプロによる支援を受けられるという

事業です。通常はある程度の期間を設けて実施され

るものですが、この事業はその名の通り1日のみの

支援となります。市民活動センターは、立川市内で

活動している市民活動団体の中から、いくつかの団

体に呼び掛けし、その支援を受けられるようコー

ディネートしました。 

■プロジェクトを終えて■プロジェクトを終えて■プロジェクトを終えて■プロジェクトを終えて    

 そうして、10月24日（土）に「プロボノ1DAY

チャレンジプロジェクト」が開催されました。立

川市内からは3団体が支援を受けることになり、

各団体に5～6人のプロボノワーカーが派遣されま

した 

 立川市内の3団

体は、いずれも

広報面に課題を

抱えており、支

援内容はパンフレットやチラシ、HP等の作成支

援を受けました。 

 一通り支援を終えた後に、総合福祉センターに

てプロボノワーカーによる報告会が行われまし

た。団体により、成果物の完成度は異なりました

が、いずれの団体も「成果物を無駄にしないよう

な運用を考えていきたい」と前向きな発言が聞か

れていました。 

    

■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… 

 東日本大震災から4年が経ちました。復興が進

んでいく一方で、防災への意識は徐々に薄れてい

きます。しかし、近年では土砂災害や河川の氾濫

等の水害が毎年のように起こっています。 

 立川市社会福祉協議会では、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、今後も

継続的に防災意識啓発

に努めていきます。 

ほのぼの灯り体験の様ほのぼの灯り体験の様ほのぼの灯り体験の様ほのぼの灯り体験の様

子です。完成品を見て子です。完成品を見て子です。完成品を見て子です。完成品を見て

「家でもやってみよ「家でもやってみよ「家でもやってみよ「家でもやってみよ

う！」と言う声が多くう！」と言う声が多くう！」と言う声が多くう！」と言う声が多く

聞かれました。聞かれました。聞かれました。聞かれました。    

派遣前の事前オリエ派遣前の事前オリエ派遣前の事前オリエ派遣前の事前オリエ

ンテーションの様ンテーションの様ンテーションの様ンテーションの様

子。多摩地区では、子。多摩地区では、子。多摩地区では、子。多摩地区では、

合計合計合計合計6団体が支援を団体が支援を団体が支援を団体が支援を

受けました。受けました。受けました。受けました。    

支援中の一コマです。団体のチラシについて、プロの様々な意支援中の一コマです。団体のチラシについて、プロの様々な意支援中の一コマです。団体のチラシについて、プロの様々な意支援中の一コマです。団体のチラシについて、プロの様々な意

見が形になっていく様子が見られました。→見が形になっていく様子が見られました。→見が形になっていく様子が見られました。→見が形になっていく様子が見られました。→    
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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。 

●●●●            ●●●●            ●●●●                ひと・モノ・募集ひと・モノ・募集ひと・モノ・募集ひと・モノ・募集            ●●●●            ●●●●            ●●●●    

       NPO法人・非営利団体のための運営実務あれこれ講座 

●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● 

         今年も

やります             

■第■第■第■第9999回ボランティア募集回ボランティア募集回ボランティア募集回ボランティア募集 

 ご自宅で療養されている方とそのご家族の支援や、高齢者施設で過ごされている方のお話し相手に訪

問しています。ボランティア活動から、医療・介護について学ぶ機会があります。今回は、在宅療養支

援診療所医師の講演を開催いたします。ボランティアに関心のある方のご参加をお待ちしています。 
 

 日 時：平成2月15日(月) 13:30～15:30 

 場 所：ビジネスセンタービル11階 

     立川商工会議所 第4会議室 

     (立川市曙町2-38-5) 

 講 師：井尾 和雄氏 

      (立川在宅ケアクリニック院長) 

 NPOってなんだろう?法人化の意義や、創立までに必要な準備などの基本的なお話から、実際にNPO法

人の運営に必要な実務がわかる内容です。これから設立を目指す方、すでに実務を担当している方、新

しく運営に携わる方にご活用いただけます。 

 

●開催内容：全4回 

      (希望する講座のみの参加も可能）  

第1回「NPO法人設立ガイダンス」 

 日 時 平成28年2月19日(金) 19:00～21:00       

 講 師 市民活動センターたちかわ スタッフ 

 内 容 NPO法人の基礎について 

 

第2回「定款のつくり方 」 

 日 時 平成28年2月26日(金) 19:00～21:00 

 講 師 東京ボランティア・市民活動センター  

     森玲子氏 

 内 容 団体運営の柱である、定款の作成の 

     ポイントについて 

第3回「NPO法人の会計・税務」 

 日 時 平成28年3月5日(土) 10:00～15:00 

 講 師 公認会計士・税理士 内藤純氏 

 内 容 有給スタッフを雇用する場合の 

     労働条件や社会保険について 

 

第4回「NPO法人の労務」 

 日 時 平成28年3月11日(金) 19:00～21:00 

 講 師 社会保険労務士 井島栄治氏 

 内 容 有給スタッフを雇用する場合の 

     労働条件や、社会保険について 

 

参加費：無料 

定 員：30名 

申込み：在宅ホスピスケア・ボランティアさくら 

    (岡田さん) 

    ☎080-1163-5281  

全4回とも 

●開催場所 立川市総合福祉センター ２階 

      視聴覚室 

●定 員  各回30名 

●参加費  第1回、第2回、第4回 各500円 

      第3回のみ2000円 

●申込み  市民活動センターたちかわ 

      ☎042-529-8300 

      Fax：042-529-8714   

      E-mail：shimin@tachikawa-shakyo.jp 

     注意：アドレスが変更になりました。          
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●●●●            ●●●●            ●●●●            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● 

 ■受講者募集■受講者募集■受講者募集■受講者募集    傾聴ボランティア養成講座傾聴ボランティア養成講座傾聴ボランティア養成講座傾聴ボランティア養成講座    

        ファミリーフレンド事業、家庭訪問型子育て支援ファミリーフレンド事業、家庭訪問型子育て支援ファミリーフレンド事業、家庭訪問型子育て支援ファミリーフレンド事業、家庭訪問型子育て支援    

 私たち市民型ソーシャルワーカー「ほっとほっとたちかわ」は、2007年4月に立ち上げた家庭訪問型傾

聴ボランティアグループです。立川市とファミリーフレンド事業を協働で行い、既に250回を超える訪問

活動を行ってきました。現在の子育て状況は、核家族化傾向により特に母親の子育て負担が重くなってい

ます。 

「ほっとほっとたちかわ」は18歳までの子どもがいる家庭を訪問し、子育ての大変さに共感し、少しで

も子育ての負担感を軽減できるよう努力しています。講師は専門家の方々をお呼びしています。学習を深

めながら子育て支援を一緒に考えてみませんか。 

■がんカフェたま■がんカフェたま■がんカフェたま■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。 

 

日 時：第19回 平成28年2月4日(木) 

    第20回 平成28年3月3日(木) 

    いずれも13:30～15:30 

場 所：立川商工会議所 12階 第1会議室(立川市曙町2-38-5) 

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 

日程 時間 内容 講師 

平成28年 

1月9日(土) 

10:00～12:00 

13:00～16:00  

・オリエンテーション 

・立川市の子ども家庭支援の現状と課題 

ほっとほっとたちかわ 

立川市子ども家庭支援 

センター 

1月16日(土) 10:00～12:00 

13:00～16:00 

・家庭訪問型子育て支援 ボランティアの役割と

意義 

・傾聴とは？を考えるワークショップ 

立川市子ども家庭支援 

センター 

ほっとほっとたちかわ 

カウンセラー小野 良子 

1月23日(土) 

  

10:00～12:00 

13:00～16:00  

・ワークショップを通して家族理解の視点を学ぶ ソーシャルワーカー 

照井 秀子 

(ルーテル学院大学）他 

1月30日(土) 

  

10:00～12:00 

13:00～16:00 

・傾聴ボランティア活動の実際のワークショップ ソーシャルワーカー 

照井 秀子 

(ルーテル学院大学)他 

2月6日(土) 

  

10:00～12:00 

13:00～16:00 

・家庭で活動するためのポイント 

・修了式、交流会 

ほっとほっとたちかわ 

ほっとほっとたちかわ 

場 所：立川市子ども未来センター201/202会議室 

    (立川市錦町3-2-26) 

申込み：ほっとほっとたちかわ  

    ☎080-5524-0271(樋口さん) 

    ※定員になり次第、締め切り 

 

応募条件：①②の条件を満たす方 

     ①全日程参加できる方で30歳以上の方 

     ②講座終了後、傾聴ボランティア活動 

     に参加できる方 

定 員：15名 

参加費：無料 
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●●●●            ●●●●            ●●●●            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● 

■みんなの展示場中村洋久絵画館からのお知らせ 

①NPO法人なかよし会「すきっぷアート展」 

18歳未満と18歳以上を隔年で開催し、今年は18歳以上のアート展は第3回を迎えます。2年間制作し

てきた努力の作品です。今回も沢山の傑作ができました。 

日 時：平成28年1月9日(土)～24日(日) 10:00～16:00(最終日は14時30分まで) 

    金・土・日・祝日開催                                 

 

②大川伸明「絵画展」DOROAGI(ドロアギ) 

独特のタッチで描いた作品で、海外で高い評価を受け「大賞」受賞した作品などを展示します。 

  日 時：平成28年2月5日(金)～28日(日) 10:00～16:00(最終日は14時30分まで) 

      金・土・日・祝日開催    

                    

③第3期「色鉛筆画教室」生徒募集！ 

線の描き方、色の組み合わせ、重ね方、イラストの描き方含み講師作成したプリント教材を基に初

歩から丁寧にお教えします。初心者大歓迎。 

 開 催 毎月2回 第1、第3金曜日 毎月継続。14:00～15:30 室内中心の指導 

  会 費 2回で2,000円 入会金なし 

    申込者には、色鉛筆、スケッチブックなど準備品含み詳細な文書通知 

講 師 熊谷 真弓氏(工芸デザイン科卒後セツ・モードセミナー研究科卒 現：イラストデザイ

ン専門、外食産業及び玩具商品企画、JOMO広告等デザイン、POP講師、 

           愛知万博イタリア館イラスト担当) 

 

④「絵・文字画教室」生徒募集！ 

絵と文字の2科目をお教えします。習字の字と異なり絵文字で面白くユニークです。 

  開 催 毎月1回 第2金曜日 毎月継続 13:30～15:30      

      1時間は絵、1時間は文字指導 

  会 費 2科目で1,500円 入会金なし 

      申込者には、持参する絵具など詳細の文書通知    

  講 師 土本 良彦氏(東京芸術大、日本画卒 日本校文館児童書、日本の資源、南極物語他イラ

スト担当、絵画、彫刻、絵文字講師、NPO法人作業所で絵画指導、スケッ

チ大賞審査員) 

 

申込み・問合せ：①②③④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) 

          E-mail：h-naka77@zat.att.ne.jp 

 

 

申込み：子育てシェアコミュニティDear Mother      

http://www.dearmother.net  

    E-mail：info@dearmother.net 

■ママとベビー、キッズのためのフリーマーケット 

妊娠中も含めたママのための、子連れで行けるフリマを開催！！会場内に授乳室やオムツ替えスペー

ス、キッズスペースを設置しているので、出店者も子連れOK。妊娠中のママから先輩ママへ、買い物し

ながら出産・子育て準備に関する質問も大歓迎！！ 

「友だちと一緒に」「短時間なら」という出店スタイルも可能です。お気軽にお問い合せください。 

 

 日 時：平成28年1月27日(水) 11:00～15:00 

 場 所：ばくだん畑ギャラリー 室内 

      (立川市富士見町2-12-3) 

立川駅(北口)より徒歩10分 

 参加費：出店料1スペース500円 
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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 

園部精肉店・ぱんのお店Dragèe・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 概要 

精神障害者の家族相談 毎月 第2月曜日 
13:30 
～16:30 

立川麦の会 

完全予約制 

(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。 

相談の種類 実施日 時間 相談員 概要 

成年後見制度 毎月 第2土曜日 
13:00 
 ～16:00 

司法書士 

 

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 時間 相談員 概要 

アルコール相談 毎月 第2・4水曜日 立川断酒新生会 予約不要 

ふれあい(心配事など) 毎週 木曜日 民生委員 電話相談も可 

 13:00 
～16:00  

※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   
 �info@tachikawa-shakyo.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のメールアドレスが変更されました。 

 この度、市民活動センターたちかわのメールアドレスが変更となりました。1月中は旧アドレスも有効と

なりますが、2月1日より、完全移行しますので、市民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、下記のメー

ルアドレスにご連絡いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。 

旧アドレス：aiaivc@whi.m-net.ne.jp →新アドレス：shimin@tachikawa-shakyo.jp 

相談の種類 実施日 時間 相談員 概要 

法律相談 毎月 第3土曜日 

13:00 
 ～16:00 

弁護士 完全予約制 1人45分 

相続相談 毎月 第2･4火曜日 相続アドバイザー 

生活設計相談 毎月 第3火曜日 

ファイナンシャル 

    プランナー 

完全予約制 

1人50分 

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。 


