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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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聞いて私のこと 知りたいなあなたのこと 変えたいな立川のまち
～ヒューマンライブラリー＠立川～
何気なく暮らしている私たちの周りに、生きづ
らさを感じている人がいるかもしれません。その
ように感じている人達に、ちょっと立ち止まって
耳をかたむけてみませんか？
障害のある方、依存症患者など、偏見や差別を
受けやすい社会的少数派（マイノリティ）と呼ば
れる方々の話を聞き対話することで、自分の中に
ある誤解や偏見をなくし、新たな視点を得て、お
互いの多様性を認め合うことが出来ます。
このイベントを通し互いを認め合うことが出来
れば、誰もが生きづらさを抱えることなく暮らせ
る社会・立川になると思いませんか？
このイベントは、図書館で
本を借りるようなイメージ
で、タ イ ト ル や あ ら す じ か
ら、自分の興味ある方(本)を
予約して、決められた時間内
でその人(本)と対話をします。
自分を晒け出す本(マイノリ
ティ)の方も回を重ねるごとに人
に伝える大切さを感じ、どんな状
態であってもお互いを認め合い生
活していく必要性を訴えています。
あなたもこの図書館に立ち
寄ってページをめくり、新たな
発見をしてみませんか？

日

時：平成28年12月17日(土) 前半12：30～受付
後半14：30～受付
※前半、後半とも1コマ30分の対話時間が2コマとな
ります。それぞれの受付時間で予約を取っていただ
きます。先着順。
場 所：立川市総合福祉センター
（立川市富士見町2-36-47）
参加費：無料
申込み：不要。当日直接ご来場ください。
※詳しくはHPをご覧ください。
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今月号のもくじ
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〇聞いて私のこと 知りたいなあなたのこと
変えたいな立川のまち ～ヒューマンライブ
ラリー～＠立川
○待っています！あなたの地域デビューthe
パーティー（通称：まちパ）出展団体募集！
○おもしろボランティア大学開催！
○ライフプラザ立川福祉体験
○NPO実務あれこれ講座
○任意団体からNPO（特定非営利活動）法人
へ
○ありがとう ふれあいミュージックフェス
ティバル2016
○アフターコンサート
○情報コーナー
○立川市社会福祉協議会 相談日程
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待っています！あなたの地域デビューtheパーティー(通称：まちパ)
出展団体募集！
立川市で活動をするさまざまな市民活動団体と、「何かしたいけど…」と活動の場を探している市民の
方をつなぐ場として、過去２年に渡り開催をしたまちパを今年度も開催いたします。今回は文字通り、参
加者がまちパをきっかけに“地域デビュー”してほしいという願いからイベント名も変更し、より一層盛
り上がるイベントにしていきたいと思っています！
このイベントは、参加者が地域につながるきっかけを見つけることにとどまらず、出展団体にとっても
「団体同士の横のつながりをつくる」「活動の幅が広がる」など、さまざまな面でプラスの効果が期待で
きることも特徴です。そのような観点からも、メンバーの増加のみではなく、団体活動の基盤強化につな
がるような機会になると思っています。
昨年度同様、出展を希望される団体向けの事前説明会で、当日配布する団体紹介冊子等の説明を行うた
め、申し込み締め切りを11月25日(金)までとさせていただきます。本イベントに関して詳細を知りたい
方や、ご意見・ご提案のある方は市民活動センターたちかわ(担当:小林、有泉)までお気軽にお問い合わ
せください。皆さまと一緒に楽しいイベントにしたいと考えておりますので、奮ってご参加ください♪
開催日:平成29年3月11日(土)13:30～17:00(予定)
場 所:たましんＲＩＳＵＲＵホール
内 容: ・参加者に向けて自団体の紹介
・参加者への相談対応
・交流会への参加
など
説明会:下記の日程でいずれかにご参加ください。
①12月 6日(火)10:30～12:00
②12月 7日(水)18:30～20:00
③12月10日(土)10:30～12:00
※場所はいずれも立川市総合福祉センター2階 視聴覚室
※詳しくはＨＰをご覧ください。

昨年度の参加団体
の皆さまと実行委
員にてパシャリ。
今回のまちパも、
多くの団体と一緒
に創り上げていき
たいと思いますの
で、よろしくお願
いいたします♪

おもしろボランティア大学開催！

ライフプラザ立川福祉体験

今年度も「聞いて私のこと 知りたいあなたのこ
と 変えたいな立川のまち～ヒューマンライブラ
リー＠立川」を開催いたします。(イベント概要につ
いては本通信の1ページ目をご参照ください。)
市民活動センターたちかわでは、このイベントの
運営ボランティアを募集しています。ボランティア
に興味のある方、このイベントに興味のある方、ぜ
ひご参加ください！
～ボランティアの内容～
○イベント参加者の受け付け
○館内設営・案内
○タイムキーパーを兼ねての見守り

去る10月4日(火)、立川市曙町にある日本生命
相互株式会社ライフプラザ立川にて、職場内研修
の一環として福祉体験を行いました。同会社で
は、職場内において福祉に関する正しい知識を養
うとともに、“イキイキと働ける職場づくり”を
目指して定期的に研修を実施しています。
今回は①車いす体験②視覚障害者疑似体験の2
つのプログラムを企画し、コーディネートいたし
ました。参加した職員からは、“目が見えなくな
るとこんなにも不安になるのだと知った”“車い
すにとっては、少しの段差も大きな障害となる”
など、実体験でしか得られない発見や、“当事者
の体験をすることでその気持ちを理解し、支援者
としての行動に活かすことができた”といった、
今後につながる感想も寄せられました。
市民活動センターたちかわでは、今後も多様な
形で福祉体験の支援を行っていきます。

参加者受付

対話中の見守り

実 施 日:平成28年12月17日(土) イベント当日
※事前リハーサル(11月26日(土))は任意参加
申込締切:平成28年11月18日(金)まで
問い合せ:市民活動センターたちかわ まで
TEL:042-529-8323 / FAX:042-529-8714
E-mail:shimin@tachikawa-shakyo.jp(担当:前田・岡部)
２

NPO実務あれこれ講座
「NPO法人の立ち上げを考えているけれど、設立までにはどんな準備が必要なのだろう
か」「法人格をとったらどんな実務があるのだろうか」など･･･。関心のある方はぜひ
ご活用ください。
NPO法人だけではなくボランティアグループや市民活動団体などで、グループ運営の
実務をされている方にもご参加いただける内容です。

日

時：①1月12日(木) 「NPO法人設立ガイダンス」 講師：市民活動センター職員
②1月19日(木) 「定款のつくり方」 講師：森 玲子さん
③1月24日(火) 「NPO法人と労務」 講師：井嶋 栄治さん
④1月28日(土) 「NPO法人と会計・税務｣ 講師：内藤 純さん
※必要な回のみの選択も可能です。
時 間：①②③は19:00～21:00
④は10:00～15:00
会 場：立川市総合福祉センター 視聴覚室にて(各回同じ)
対 象：NPO法人格取得を検討されている団体の方・NPO法人・非営利団体で実務を
担当されている方・NPO活動に関心のある方
定 員：各回30名(申込順)
参加費：①500円 ②500円 ④500円 ③2,000円
申込み：市民活動センターたちかわ TEL:042-529-8323/FAX:042-529-8714

任意団体からNPO(特定非営利活動)法人へ
市民活動センターたちかわでは、年3回、「NPO法人設立ガイダンス」を実施しており
ます。こちらのガイダンスでは、NPO法人に関してさまざまなお悩み、または関心のあ
る方を対象に、NPO法人化に関する基礎をお伝えしております。今回は、そのガイダン
スを受け、実際に法人格を取得された「三多摩市民後見を考える会」の川杉さんにお話
を聞きました！
Ｑ.法人化のきっかけは？

受けられる幅が広がること。組織運営の基
盤が安定することが期待できます。

Ａ.ボランティア活動から一歩踏み出した
運営を模索しており、“社会から信用さ
れる団体でありたい”という思いもあ
り、取得を志しました。

～川杉さん、ありがとうございました！～
市民活動センターたちかわでは、団体運
営の総合相談窓口として、さまざまな相談
をお受けしています。NPO法人化のほか、
場所や資金、メンバーの募集など、団体の
運営に関してお悩みごとがございましたら
お気軽 にご相談く ださ
い！皆 さ ま か ら の ご 相
談をお 待ちしてお りま
す。

Ｑ．法人化の難しさは？
Ａ．趣旨に賛同する10名の社員(メン
バー）を募ること。この人数は、意外に
ハードルが高い。また、法人化した後
は、社会的な責任も増すので、これまで
以上に透明性のある運営を心掛けなけれ
ばなりません。
Ｑ．法人化のメリットは？
個人の責任負担が減ることや、助成金を
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ありがとう ふれあいミュージックフェスティバル2016
長年、多くの方々に愛された「ふれあいミュー
ジックフェスティバル」が9月25日(日)、国立音楽
大学講堂で行われ、長い歴史に幕を閉じました。
7月に整理券申込みを開始し、わずか3週間で受
け付けを終了する事態に、こんなにも市民の方々
に浸透していたコンサートだったことを再認識し
ました。残念ながら受け付けをお断りせざる得な
かった方々、大変申し訳ございません。

当日のプログラム

☆サックス四重奏/Ariose Saxophone
かくれんぼ
ふるさと幻想曲
My Favourite Things

Quartet

☆ジャズピアノ/山下洋輔<特別出演>
ゆずり葉の頃
やわらぎ
Every Time We Say Good Bye
ボレロ
☆合唱/国立音楽大学室内合唱団Kammer chor
神をほめたたえよ
カッコーがカッコーと鳴くとき
私は若い娘
てぃんさぐの花
中国地方の子守歌
そうらん節
ウンパッパ
クラリネットをこわしちゃった
ホームソングメドレー＜イギリス編＞
＜ドイツ・オーストリア編＞
美しく碧きドナウ
～アンコール～

天候が心配されましたが、当日は暑いぐらいの
晴天になり、1,093名の方にご来場いただきまし
た。
国立音楽大学の皆さま、協賛企業の皆さま、特
別に出演くださいました山下洋輔氏、また、当日
の運営に携わっていただいたボランティアの皆さ
まのお力を借りて、無事に終えることが出来まし
た。皆さまと共に過ごした時間を忘れません。

○出演者総出演、会場とともに
『ふるさと』大合唱！！

コンサート終了後
には、多くの方々が
募金にご協力いただ
きありがとうござい
ました。
今年の募金総額は
73,985円でした。

会場の皆さまとふれあうことができて感謝！!
ありがとう…そして…さようなら

アフターコンサート
当日、会場に来ることが出来ない方々のため
に、国立音楽の学生が、市内の施設に出向き演奏
するコンサートを開催しています。
間近で楽器を見て、音色を聴くことが出来るた
め、訪問した施設の方々は皆さん笑顔に変わりま
す。時には手拍子をし、時には一緒に歌い、時に
は共に演奏し、楽しいひと時を過ごしていただい
ています。
今年はどんな素敵な出会いがあるでしょうか。

開催場所
10/15
10/22
10/29
11/12
11/19
11/19
４

至誠キートスホーム
グループいもっこ
ゆいま～る
至誠コミケアセンター
立川福祉作業所
あにものいえ

デイホーム

～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

●

●

●

■至誠キートスホーム ボランティア養成講座
ボランティア活動に関心のある方、ボランティア活動を始めてみたい方の為の養成講座です。難しい事はあり
ませんので、是非この機会に参加して、生きがいや張り合いを見つけてみませんか。
全講座出られなくても大丈夫です。お気軽にご参加ください。お待ちしています。
日 時：①平成28年11月2日(水) 講義「ボランティア活動を始めるにあたって
～あなたの“ち・か・ら”が地域を支えます～」
講師：安藤 雄太氏(東京ボランティア・市民活動センターアドバイザー)
②平成28年11月9日(水) 車椅子体験・食事介助
③平成28年11月16日(水) 認知症サポーター講座(オレンジリング取得)
④平成28年11月30日(水) 実際のボランティア活動の内容説明
各日ともに10:00～12:00 全4回(2、9、16日だけの参加も可)
定 員：30名
参加費：無料
場 所：至誠学舎立川 至誠キートスホーム(立川市幸町4-14-1)
問合せ：至誠キートスホーム ボランティア・コーディネーター (川井さん、中村さん) TEL：042-538-2323

■就労を考える会シンポジウム
可能性を伸ばし生きる力を育む～青峰学園といなげやウィングから学ぶ～
障害のある人たちの可能性や生きる力をより多くの皆さんに実感し、家庭・事業所等での支援のあり方を考
えるきっかけにしてもらうシンポジウムとなっています。
日 時：平成28年11月22日(火) 10:00～12:30
場 所：立川市総合福祉センター 視聴覚室(立川市富士見町2-36-47)
講 師：永峰秀人氏(青峰学園 主幹教諭)
石川誠氏(株式会社いなげや 特例子会社いなげやウィング)
定 員：80名(締切11月15日)
申込み：立川通勤寮
TEL：042-528-3572

■「10代の子どもたちの性 」
■第23回宗雲仏像彫刻教室展示会
チャイルドラインたちかわ市民公開講座 平成27年度春から制作中～完成品作品。お地蔵様、
高校生と大学生を対象に性教育を実践されてきた水
野さんにお話をお聞きします。
日 時：平成28年11月13日(日)14:00～16:00
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：水野哲夫氏
(“人間と性”教育研究協議会代表幹事)
参加費：500円
定 員：先着25名
申込み：10月1日～名前・連絡先を明記し、
FAXまたはE-mailでお願いします。
チャイルドラインたちかわ(山中さん)
FAX：042-531-5927
E-mail：cl.tachikawa@gmail.com

観音様、明王、菩薩、如来天部、仏画、レリーフ、約
100点あまり展示します。ほほえましくもあり、つ
い、笑ってしまうような・・・作品をぜひご覧くださ
い。ご来場お待ちしております。
日 時：平成28年11月17日(木)～11月20日(日)
9:00～17:00
(17日は13:00～17:00まで
20日は9:00～16:00まで)
場 所：たましんRISURUホール
(立川市錦町3-3-20)
参加費：無料
問合せ：遊木会(菅原さん)
TEL：090-4001-3639

●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●
５

●

●

●

イベント・講習・講座

■「あ」の会 おはなしひろば
ことばを話し始めたお子さん、ことばに不安がある
お子さん、楽しくお話したいお子さん、乳幼児、ご兄
弟、親子で、ことばや絵本で遊びましょう！「ことば
あそび」の遊び方や絵本の読み方が学べ、お子さんと
遊べます。やさしく声を出して、声で遊んで、ことば
で遊んで、おしゃべりしましょ！楽しく体を動かした
り声を出したりしながらことばへの関心が広がりま
す。絵本を読んだり、絵本の紹介も致します。
日 時：平成28年11月6日(日) 14:00～15:00
場 所：こぶし会館第2学習室(立川市幸町5-83-1)
参加費：無料
申込み：NPO法人「あ」の会(佐藤さん)
TEL：090-4621-4868
FAX：042-538-3596
E-mail：info@anokai.gotohp.jp

●

●

●

■第6回こぶし祭り開催
今年も作業所の利用者と地域の方々との交流を
目的として、こぶし祭りを開催いたします。
物品販売やゲーム等、豚汁の無料サービスもあり
ます！自主製品で大好評のこぶっきーの販売も行い
ます。皆さまのご来場をお待ちしています！
日 時：平成28年11月12日(土)
10:30～14:00
場 所：福祉工房こぶし(立川市羽衣町2-50-2)
問合せ：NPO法人こぶしの会
TEL：042-524-2482

■みんなの展示場中村洋久絵画館からのお知らせ
①水彩画スケッチ「2作展」
日 時：平成28年11月3日(木・祝)～20日(日)金、土、日、祝日開催 10:00～16:00
1階 小川ひろみ「水彩スケッチ展」
国連ウイメン日本協会で活躍している小川氏が各地でスケッチした作品を展示
2階 第5回「水彩画スケッチ展」
日曜教室の有志が風景画をＦ4版を中心に描いた作品を展示
※上記期間：国連ウイメン多摩主催「音楽会開催」予約受付中
TEL：090-1506-5021(小川さん)
11月19日(土)13:30から「タケシイ三線ライブ」沖縄音楽を中心に楽しめます。
②第5回「デジカメ写真大賞」作品募集！平成28年11月20日(日)まで
応募要件：大きさ「A4版」応募点数制限無し
デジカメで撮影した写真、合成画像や他の賞展に応募作品不可
応募方法：作品裏面に「作品名・住所・氏名・電話」を記載。(郵送も可)
参加費：1点1,000円(額マット貸与1セット100円)
発 表：平成28年12月2日(金)大賞、準大賞、及び特別賞を設け、賞状、記念品を授与
展示期間：平成28年12月2日(金)～23日(金・祝) 金、土、日、祝日開催
③「アート同好会」会員募集！申込随時受付中！
アートに関心のある方、美術を中心に集まり自主的に研鑽を積む同好会です。
例えば、油、水彩、パステル、水墨、マンガなど作品を描く仲間作りの会です。
開催日：第3、第4木曜日 10:00～
参加費：参加の都度500円(参加しなければ不要)入会金無し
申込者に会員カード交付 申込者に詳細文書通知
リーダー：大川 伸明氏(早稲田大中退、海外著名絵画応募展で大賞等各賞多数受賞)
申込み・問合せ：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)
TEL&FAX:042-524-4702(中村さん) E-mail:h-naka77@zat.att.ne.jp

■シビル市民講座第26期 池田浩士講座「福澤諭吉と日本の現代」
昨年好評だった池田浩士さんの講座を11月から来年5月まで4回開催します。今回は慶応義塾創始者、福澤諭吉
がしたことを日本の歴史と現在にどんな意味を持っているのかお話いただきます。
日 時：第1回 平成28年11月20日(日)
第3回 平成29年3月19日(日)
各日ともに14:00～17:00
第2回 平成29年1月22日(日)
第4回 平成29年5月21日(日)
場 所：第1回 柴中会公会堂(立川市柴崎町3-9) 第2回目以降 立川ホール(立川市錦町2-1-33
参加費：1回1,200円（全会全納は4,300円）
立川南口HMビル5F)
定 員：50名(先着順 申込み必要)
問合せ：市民の学習・活動・交流センター シビル(河野さん)
TEL&FAX:042-524-9014 E-mail:civiltachikawa@yahoo.co.jp
６

■

ボ
す

■無料パソコン相談会～わからないことをピンポイントで教えます。～
「ワードのココがわからない」「撮りためたデジカメ写真をパソコンに移したい」「住所録を整理したい」
「Windows10って、なに？」など、わからないことをベテランのパソコンボランティアが無料でお答えしま
す。予約不要。そのまま相談会場に来て下さい。
日 時：毎月第2・第4土曜日 14:00～16:00
場 所：立川市総合福祉センター2階(立川市富士見町2-36-47)
参加費：無料 ※ノートパソコンの人はご持参ください。
問合せ：たちかわパソコン倶楽部(岩間さん)TEL:080-9973-7751 E-mail:tpc2003＠gmail.com

●

●

●

ひと・モノ・募集

■立川の子育て情報サイト「ワッカ
チッタ」のママ記者・パパ記者募集！
ワッカチッタが運営する子育て情報サイトやイベ
ントをお手伝いしてくれる仲間「ワッカフレンズ」
さんを募集します。お気に入りの場所を紹介した
い、何かやりたくてウズウズしている、引っ越して
きたばかりだけど色々知りたい、情報交換がしたい
など、好奇心いっぱいの方をお待ちしています。現
在のメンバーもみんな0～7歳の子どもをもつママ・
パパです♪説明会を開催しますので、ご興味のある
方はぜひご応募ください！
日 時：平成28年11月21日(月) 10:00～11:45
場 所：立川市子ども未来センター
(立川市錦町3-2-26)(見守り保育付)
問合せ：ワッカチッタのWEBサイトより
http://waccacitta.com/
E-mail：waccacitta＠gmail.com
(石橋さん、長谷山さん)

●

●

●

■第10回 ボランティア募集
ご自宅で療養されている方と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活動をしてい
ます。ボランティア活動から、医療・介護について学ぶ
機会もあります。今回は、活動の説明会と訪問看護につ
いて講演をいたします。
日 時：平成28年11月17日(木) 10:30～15:00
場 所：立川市総合福祉センター2階団体交流室
(立川市富士見町2-36-47)
講 師：午前の部：中村克久氏
(ボランティアさくら代表)
午後の部：仲山弘美氏(訪問看護師)
参加費：無料
定 員：20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)
TEL:080-1163-5281
(受付時間：平日10:00～16:00)

■会員募集

■スマイル体操をご一緒に！

ローズマリーの会では、一緒に交流、活動して
いただける方を募集しています。
内 容：リフレッシュ体操(セルフケア)
日 時：毎週土曜日
場 所：立川市総合福祉センター
(立川市富士見町2-36-47)
参加費：一回500円
申込み：ローズマリーの会 (加藤さん)
E-mail：kumichan0829@hotmail.com

月3回楽しく脳トレ、筋トレ、レクリエーション、
ラジオ体操をしています。中高年の方ご一緒にいかがで
すか。先生もやさしく明るい会です。
日 時：火曜日13:00～15:00
場 所：羽衣町1丁目第3アパート集会所
(立川市羽衣町1-1-3)
参加費：月会費1,000円
問合せ：スマイル体操 (木村さん)
TEL：042-528-5143

■子連れヨガ・ピラティスレッスン
専門のインストラクター指導のもと、ヨガ・ピラティスレッスンを1時間行います。他では珍しい子連れ(0歳
～)で参加できるサークルです。また、月1回はレッスン後にお弁当会をして、ママさん達の交流、情報交換の場
にもなっています。子育てで凝り固まった身体を動かし、リフレッシュしながらシェイプアップしませんか?
日 時：毎月第1・3水曜日 ヨガ 10:30～11:30
毎月第2・4水曜日 ピラティス 10:00～11:00
場 所：滝ノ上会館(立川市富士見町4-16-10)
参加費：1回800円
申込み：子連れサークルangeアンジュ(中出さん) E-Mail：ange.taiken@gmail.com

●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

第3土曜日

相続相談

毎月

第2･4火曜日

生活設計相談

毎月

時間

相談員
弁護士

13:00
～16:00

第3火曜日

相続アドバイザー
ファイナンシャル
プランナー

概要
完全予約制 1人45分
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。
相談の種類
成年後見制度

実施日

時間

毎月 第2土曜日

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。TEL: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TEL:042-529-8426
相談の種類
精神障害者の家族相談

実施日
毎月 第2月曜日

時間
13:30
～16:30

相談員
立川麦の会

概要
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。TEL: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。
●立川市社会福祉協議会

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
TEL:042-529-8323／Fax:042-529-8714
E-mail:shimin@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・コミュニティカフェ ステッチ
園部肉店・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。
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