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市民活動センターたちかわ 職員からのあいさつ 

◆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 

 � shimin@tachikawa-shakyo.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・祝日はお休みです。 
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 今年1年、皆さまとご一緒させていただく職員からご挨拶をさせていただきます。『私たちに関係のない

市民や相談はない』という方針のもと、「誰もが ふつうに くらせる しあわせなまち 立川」の実現を

目指し、センターのあるべき姿を探求しながら事業を企画・推進していきます。 

 

 

 

 

 

 立川市の豊かな市民活動の推進に向

け、市民活動センターたちかわとしてあ

らゆるサポートしていきたいと思いま

す。今年度も引き続き、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 立川のまちには、さまざまなボラン

ティアや市民活動があります。まずは情

報収集やお試し参加からでもどうぞ。職

員一同、「予期せぬ新たな出会い」や

「嬉しいご縁づくり」のお手伝いをさせ

て頂きます。  

 市民活動センターの担当になり5年目

を迎えます。オリ・パラリンピックの開

催をひかえ、V活動に関心が集まると思

われます。活動する方々の支援をしてい

ければと思って日々精進していきます。   

「市民の皆さまの笑顔」それが私の原動

力です。立川市に住んでよかったと言っ

ていただけるようなまちづくりのために

頑張ります。どうぞよろしくお願いいた

します。 

「若さ」と「元気」で皆さまのお力とな

れるよう、精一杯頑張ります。多くの方

に頼られる、そんな職員を目指して、

日々成長していきたいです。ぜひお気軽

にご相談ください。 

 皆さま一人ひとりの笑顔が、私たち

のエネルギーになります。どうぞ気軽

に、市民活動センターたちかわにお寄

りください。 

課長 小澤 

係長 枝村 

岡部 

森 

小林 

有泉 

「どんなことでも楽しんで！」がモッ

トーです。少しでも、皆さまのお役に

立てたら嬉しいです。 

 市民の皆さまに直接お会いする機会

は少ないかもしれませんが、お手伝い

させていただきます。 

金子 

中野 



平成29年度市民活動助成事業申請団体審査結果 
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No. 団体名  決定金額  申請区分 申請内容 

1 特定非営利活動法人 ＳＯＵ ¥50,000  
社会福祉に関

する普及活動 

障害者製作商品の販路拡大の為のＥＣサイト構築事

業 

2 子どもを未来に繋ぐ会 ¥50,000  
社会福祉に関

する普及活動 
子どもの五感を育てる支援事業 

3 
立川キラリっ子ファミリーカ

フェ 
¥50,000  市民交流事業 

発達障害児の保護者が子育てについて話し、学び合

える場所作り 

4 曙・高松憲法学習会 ¥50,000  調査研究事業 憲法について学ぶカフェ講演会 

5 アミーゴス ¥50,000  市民交流事業 
障害のある人もない人もマラソンを通して共にス

ポーツを楽しむ環境作り 

6 立川市アマチュア無線クラブ ¥50,000  市民交流事業 
市民に開かれた立川市アマチュア無線クラブへの発

展の事業 

7 
特定非営利活動法人         

認知行動カウンセリング研究会  
¥50,000  

社会福祉に関

する普及活動 

日常生活におけるストレスに対するセルフマネジメ

ントに関する普及・啓発事業 

8 
立川市母子寡婦福祉協議会 

ひとり親の会 立川マザーズ 
¥50,000  その他 ひとり親家庭の無料学習塾の発展と強化 

9 たっちっちの会 ¥50,000  
社会福祉に関

する普及活動 

ダウン症を持つ子どもとその家族を対象とした、

ホースセラピープログラム 

10 
特定非営利活動法人         

スポーツ業界おしごとラボ 
¥50,000  市民交流事業 すごトーク 

11 ＭＯＡこぶしの会 ¥50,000  市民交流事業 健康なまちづくりの講演会 

12 錦法律を知る会 ¥50,000  市民交流事業 第2弾「弁護士さんと語ろうシリーズ」講座 

13 
子育て交流ひろば 

立川おもちゃ図書館ぱれっと 
¥40,000  その他 

子育てひろばとおもちゃ図書館活動の充実をはかる

ためのクリスマス会事業 

14 東京立川断酒新生会 ¥50,000  その他 
第18回アルコール勉強会（外部専門講師を招いた講

演会） 

 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基本理念でもある「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、市民活動団体が地域福祉に推進していくために、団

体支援の一環として、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14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。 



■申請内容 

 子どもの貧困が叫ばれるなか、その連鎖を断ち

切る一助として、生活保護世帯にはならないが、

生活に困窮しているひとり親の子どもたちの学習

支援を、子ども未来センターにて毎月土曜日に

行っています。しかし、生徒の増加により、新た

に北口で行える場所と、講師の人材を確保したい

という理由で申請されました。 

■申請内容 

 チャレンジショップの実店舗運営を通して、

「障害者製作の商品」を提供してきたなか、商品

の魅力や商品開発、製作を行う福祉作業所の思い

を伝える重要性と必要性があると感じ、立川から

全国へ商品を流通させ、「障害者」「作業所」

「消費者」をつなげ、障害者作業運賃の社会的改

善を図りたいという思いから、流通経路拡充に向

け、ECサイトを構築したいということで申請され

ました。 
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立川市母子寡婦福祉協議会  

ひとり親の会 立川マザーズ 

特定非営利活動法人 

SOU   

■どんな団体 

 立川マザーズは、市民活動センターたちか

わの登録団体の中でも初期からの登録団体の

一つになります。昭和34年に設立され、当

事者団体としてひとり親家庭を支えてきまし

た。 

 社会の変化の中、さまざまなプログラム

で、子どもたちのつながり、親たちのつなが

りをつくり、孤立・孤独にならないように支

援しています。 

助成決定団体の紹介 

 平成29年度市民活動助成金決定団体の中より、特に審査委員の方から共感を得て、助成金決定に

至った2団体を紹介します。 

■決定のポイント 

 講師がボランティアグループ「キャリアアシ

スタント」から派遣され、多くがひとり親家庭

の現役大学生や社会人だと言うことで、ひとり

親家庭の子どもの気持ちを汲み取りやすく、必

要ならば心のサポートも行える団体であること

もポイントの１つでした。 

■どんな団体 

 立川市および立川市周辺にお住まいの学

業を終えられた障害者の方たちが、保護者

や地域の方たちの理解を深めて、幸せに生

活できるよう、自立・就業のために職業訓

練を実施したり、雇用の機会をつくるな

ど、障害者の取りまく環境の社会的背景を

改善していく活動をされている団体です。 

 平成28年4月からは、立川南駅近くにあ

るチャレンジショップにて、障害者の方た

ちが福祉作業所で製作された商品(革製品

など)を紹介・販売しています。 

■決定のポイント 

 チャレンジショップは、店舗運営を学ぶために期

間限定で、立川商工会議所が低額の家賃で貸し出し

をしている場です。契約期間終了後、別の店舗に団

体独自で運営することとなり、家賃や障害者への工

賃確保、地域住民への障害者理解を深めるために、

障害者の自立に向けたサポートをしていくというと

ころが、助成決定のポイントとなりました。 



サ イ ズ  ハガキ（A5相当）～A3 

利用料金  製版マスター代  1枚あたり50円 

 インク代     499枚までが無料 

  ☆市民活動センターたちかわ登録団体 

          999枚までが無料 

      それ以降は500枚毎に100円 

印刷用紙  各自持込 

 

○印刷機 ～チラシや会報などの作成を低価格で～  

○丁合機 ～印刷した資料をページ順に組める～ 

 給紙棚数  10段 

 紙サイズ  ハガキ（A 5相当）～A3 

 紙  質  上質紙、中質紙、孔版上質紙、更紙 

 処理速度  最大70セット/分(A 4縦、棒積み)6段階選択 

 利用料金  無料 

 紙受け方式 丁合された書類を｢棒積み｣、 

       または、1セットずつ交互に｢組み分け積み｣ 

○紙折り機 ～自動的に折り作業ができる～ 

 紙サイズ A4～A3 

       最大紙サイズ302mm×432mm 

       最小紙サイズ65mm×100mm 

紙 質  上質紙40～90kg、更紙、中質孔版紙、中質紙 

折 形   2つ、4つ、片袖、内3つ、外3つ、観音 

処理速度 140枚／分（B4二つ折りの時）  

利用料金 無料 
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活用して！立川市総合福祉センター 

 立川市総合福祉センターにはさまざまな貸し出し機材があります。以下は一例ですが、

経費の節約、時間の短縮のためにも、ぜひご活用ください。 

2階印刷室 

印刷室に内線電話が付き、さらに便利になりました！！ 

 受付、ご精算は1階受付で行いますが、使用中のお困りの際には、内

線で担当部署に連絡できる様になりました。 

使用方法 市民活動センターへ事前予約⇒当日1階受付にて受付⇒使用後、1階受付にてご精算 



○カラーコピー機  

サイズ  B5、A4、B4、A3 
 

利用料金 白黒(モノクロ)1枚10円(すべてのサイズ) 
 

     カラー 1枚30円(B5、A4、B4サイズ) 
 

         1枚50円(A3サイズ) 
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○拡大印刷機 ～横断幕・立て看板などが作成できる～ 

利用料金                   

  ①A4サイズ原稿をA1サイズ 1枚150円 

  ②専用パソコンにて、自身作成プリント 1ｍにつき200円 

  ※別途料金がかかる場合があります。 

 市民活動団体等に部屋をお貸しいたします。当月

を入れて3ヶ月前より予約可能。ただし、市民活動

センターたちかわの登録団体は、当月を入れて4ヶ

月前より予約ができます。 

※窓口での利用申請が必要になります。 

1階エントランス 

○情報コーナー～情報が欲しい市民と情報を届けたい市民(団体)をつなげる～                

・イベントのチラシ、ボランティアの募集チラシ等、積極的
に「広報の場」としてご利用ください。         
・NPOの情報や助成金情報もご用意しておりますの
で、「情報の収集」にもご活用ください。 

 

部屋の貸し出し 

○団体交流室  

○ボランティアルーム 

領収書の必要な

方は窓口へ。 

ご自由にご覧ください 
情報掲示希望は市民活動

センターたちかわまで。 

事前にご予約が必要です。また、 

ご利用前に職員にお声かけ下さい。 



  

～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   ●   ●   ● 

６ 

■「フラワーセラピーを学ぶ講座」の説明会開催のお知らせ 
 花（植物）を用いた自由な作品作りで、心のふれあいや、心身機能の活性化を目指すフラワーセラピー。 

福祉レクリエーションとして、高齢者施設、地域交流、教育の場など広がっています。 

「フラワーセラピーを学ぶ講座」は全12回。今回は、フラワーセラピーやボランティア活動についての説明、作

品作り体験など、「フラワーセラピーを学ぶ講座」の説明会を開催します。お花の好きな人なら誰でもOK。 

参加をお待ちしております。 
                                       
 日 時：平成29年5月24日(水)、5月31日(水) いずれも13:30～15:30 
          ※両日とも同じ内容。 

      ご都合の良い日にご参加ください。 
 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：1,620円(フラワーセラピー体験の花かご作品作り花材費) 

定 員：両日とも15名(先着順)                   
申込み・問合せ：NPO法人フラワーセラピー研究会事務局 

     TEL:03-6457-4276(月～金曜日、祝日休み)  
     FAX:03-6457-4591 
     E-mail:flowertherapy@outlook.com 

■市民のための楽しい音楽講座 

音楽にこめられた心と時代背景～ネパール大震災と熊本地震の支援～ 
 

<今回のテーマ> 

 古今東西の名曲と昔から親しまれている唱歌・童謡等 

 講座参加者の飛入り演奏歓迎！歌・コーラスも受け付けます。予約時にお申し付けください。 

ご家族同伴の場合、乳幼児入場可です。受講生の方に当日資料「音楽でふりかえる日本と世界の音楽風景」を 

お渡しします。 
☆各々の奏者が、曲目に関するエピソード時代背景を解説。また、 

 受講生からの質問にお答えします。 
☆チャリティーライブです。 
                               

 日 時：平成29年5月15日(月)開場13:30 開演14:00～17:00終了 
 場 所：立川市柴崎学習館B1ホール(立川市柴崎町2-15-8) 
 参加費：無料  

 定 員：60名(予約制) 

 申込み：セフティ―ライフ(渡部さん)  
 TEL:090-3535-7487 
 E-mail:music-house-cho＠ezweb.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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●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  ●   ●   ● 

 

■みんなの展示場中村洋久絵画館からのお知らせ 

①「ハッピ太陽画」小楠アキコ展 
 同氏は映画関連、TV及びラジオのイベントプロデューサー活動などを経て、太陽画家として独立。 

 ルーブル美術館に作品展示をするなど、世界へ踏み出す。今回は、ボランティア的施設へ支援の一環で

約40点展示。 
日 時:平成29年4月1日(土)～30日(日)（金、土、日、開催） 
     10:00～16:00（最終日は14:30まで） 

②第5回「絵手紙＆マンガ大賞」作品募集！ 
 主催「みんなの展示場」が手紙文化の大切さをひろげるため 

   「絵・マンガ」に言葉を添えた作品を募集しています。 
応募要件：・テーマは「自由」  

     ・大きさは、ハガキサイズ原画または版画  

     ・宛名欄に「住所、氏名、電話」を記載  
参加費：１点500円(額マット貸与1点100円) 
応募締切：平成29年5月20日(土) まで郵送可 
その他：発表6月2日(金) 上位者業界新聞掲載予定  

    展示6月中の金、土、日開催 
    大賞、準大賞、各賞設け、賞状、記念品授与 

③「色鉛筆画教室」生徒募集！ 
 基礎的な描き方から立体感的な描き方。風景、静物などの描き方を初歩から 

 学びましょう。 
開催日：毎月第一、三金曜日 14:00～15:30 
講 師：熊谷真弓氏 工芸高デザイン科卒後セツモードセミナー研究科卒、 

    イラストデザイン専門JOMO広告デザイン等多数、POP講師、 

    愛知万博イタリア館担当 
会 費：月2回で2,000円 入会金無し 

 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 

『市民活動センターたちかわ通信』は、団体のみなさんの活動や、ボランティア活動などに関する情報を多

くの団体からいただき発信することで、市民活動活性化のお手伝いが出来たらと考えています。ぜひ、多く

の団体のみなさまご活用ください。 

 読みやすい『市民活動センターたちかわ通信』を目指し 

                    情報発信シートをリニューアルします！！ 

 他の団体さんは 

こんなとき、ど～して 

 いるのかな？ 

 今度開催する講座に、

多くの方に参加して 

もらいたい！！ 

 いろんな団体さんと 

何か一緒にできない

かなぁ… 

 

 

そんなときは、 

市民活動センター

たちかわ通信を 

ご活用 

 ください！！ 

 情報発信シーﾄは、市民 

活動センターたちかわ 

HPよりダウンロード 

できます。 
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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。 

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。TEL: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 
13:00 

 ～16:00  
立川断酒新生会 予約不要 

※アルコール相談については、予約不要。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 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。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。 

■『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 


