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	 立川市社会福祉協議会
注目記事

P2	... 	立川市社会福祉協議会新型コロナウイル
ス対策地域支援寄付金　活動助成報告

	 	～わかば円居の家“フードパントリー”の
取組み～

　立川市社会福祉協議会は、地域福祉の推進を目的とする福祉団体です。福祉の「まちづくり」を住民の皆さまと一緒に考え、その自
主的な取組みを応援します。また、地域で福祉サービスを必要とされる方々への相談援助やサービスの提供を行います。

※広告に関するお問い合わせは総合広告代理店フレックス株式会社　☎042-528-1611（代）へ

※�新型コロナウイルスの感染拡大状況により、本誌に記載されているイベント・募集は延期・中止になる可能性があります。
　ご参加前に、主催者にご確認ください。
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●歳末たすけあい運動とは
　歳末たすけあい運動は、毎年12月に共同募金運動の一環として全国
一斉に実施されます。立川市では、立川市社会福祉協議会（以下�立川
社協）が中心となって実施しています。
　この運動は戦後の混乱期に、市民のたすけあいの精神により、生活に
困窮する人たちに対する物資の持ち寄り運動として始まりました。その後、
時代や福祉課題の変化に応じながら、地域での安心・安全な暮らしを支え
るための貴重な募金として、さまざまな取組みに活用されています。

募金期間　2020年12月1日（火）～12月31日（木）

●募金の使いみち
　現在、地域の中には、公的なサービスや制度だけでは解決されない問
題がたくさんあります。改めて地域のつながりを再生させ、身近な地域で
支えあう「地域の福祉力」を高めていくことが求められています。
　立川社協は、孤立の防止や子育て支援、災害対策などの福祉課題に
対して、市民の皆さまや地域の社会福祉に関わる多様な関係者と協働し
ながら解決に向けて活動しています。歳末たすけあい運動の募金も、こ
れらの福祉活動を進めるために活用させていただきます。
例えばこのような活動に使われています

■問合せ　経営総務係　立川市富士見町2-36-47　☎�042-529-8300　FAX�042-529-8714

つながり　ささえあう　みんなの地域づくり 
歳末たすけあい運動にご協力ください

●2020年12月末の街頭募金の一部中止について
　歳末たすけあい運動の一環として、例年12月末にJR立川駅北口
で、カレンダーや手帳を配布しながら街頭募金をしてくださっている
方々がいます。
　今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、この街頭募金は
中止になりました。募金の中止に伴い、立川社協でのカレンダーや手帳
のご寄贈も今年度はお受けしておりませんので、ご了承ください。

ロゴマークのデザインを募集します！
　社会福祉法人は社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人で、その高い
公益性から、地域の福祉ニーズ等を踏まえ、法人の自主性・創意工夫による多様な
地域貢献活動を行うことが求められています。その取り組みをより充実させるため、
立川市では2015年より市内の社会福祉法人(28法人/78施設)で構成される「立川
市社会福祉法人地域貢献活動推進ネットワーク（愛称：ふくしネットたちかわ）」に
よる情報交換会を開催し、取り組みを進めてきました。今後も一層、みなさまに親し
まれ、楽しく暮らしやすい地域を一緒に目指すことができるよう、ネットワークを広く
アピールするためのロゴマークデザインを募集します！
＜応募にあたって＞
・デザインは応募者のオリジナル、未発表のものに限ります
・彩色は自由ですが、シンプルなものが望ましいです
・�採用されたデザインは立川社協ホームページ内にて発表します
・�ロゴマークは、ふくしネットたちかわのアピールのため、活動時や印刷物、作成物
等に使用します

立川市社会福祉協議会のホームページに募集要項を掲
載しています。ご確認いただき、内容に同意の上ご応募く
ださい。https://www.tachikawa-shakyo.or.jp/
　　　　　　　　　コンセプト等詳細はコチラ�→
募集期間：2020年12月１日（火）～12月28日（月）
� �（郵送の場合は消印有効、Faxやメールは必着）
送り先：立川市社会福祉協議会（ふくしネットたちかわ事務局）
� 〒190-0013　立川市富士見町2-36-47
　� 　「ふくしネットたちかわ」ロゴマーク受付担当
� E-mail：seikatsuco2@gmail.com
問合せ：地域づくり係　　浅見・川村
� ☎�042-540-0200　
� FAX�042-529-8714
ふくしネットたちかわの紹介ページもあります♪
ご参考にどうぞ！
「立川社協　地域貢献活動」で検索！

2019年度募金額　5,711,689円
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立川市社会福祉協議会新型コロナウイルス対策地域支援寄付金　活動助成報告

～わかば円
ま ど い

居の家
い え

“フードパントリー”の取組み～

立川市内にお住まいで本誌配布をご希望の方、視覚障害者で録音CDをご希望の方はご連絡ください。 ☎ 042-529-8300　FAX 042-529-8714

特定非営利活動法人ワーカーズコープ�Ｕ友地域福祉事業所（以
下、ワーカーズ）の大宮さんと吉田さんにお話を伺いました。わかば
円居の家では助成金を活用して“フードパントリー（食品の無料配布
活動）”を実施しています。

―わかば円居の家についてご紹介ください―
若葉児童館を運営するワーカーズとボランティア、立川市社会福祉
協議会の地域福祉コーディネーターの三者で子どもたちや地域のこ
とを話し合ったのをきっかけに活動を始めました。「遅くまで児童館
で遊んでいる子どもが多い」「団地に住む一人暮らし高齢者が多い」
などという現状から、子どもと高齢者の孤食解消に向け、2017年に多
世代型地域食堂をスタートしました。スクールソーシャルワーカー（以
下、ＳＳＷ）も加わり、居場所としての機能が強化され、高齢者が調理
ボランティアとして活躍する場にもなっています。

―助成金を申請したきっかけを教えてください―
栄町でフードパントリーを開催したことがきっかけです。コロナ禍で
3月からやむなく地域食堂は中止、児童館も会館も団地の集会所も
閉鎖され、子どもや高齢者の様子が見えなくなってしまいました。そこ
で、「せめて顔だけでも見られたら」という想いでフードパントリーを
実施したところ、家族でみえた方も多く、久しぶりの再会に談笑した
り、子どもの様子を相談したりしている方もいました。地域で子どもた
ちを見守る主任児童委員やＳＳＷの協力もあり、日ごろ、地域食堂に
参加していない家族もみえ、貴重な場となりました。
緊急事態宣言が解除された後、今後の活動について話し合いまし
た。しかし、地域食堂で調理して一緒に食事をするのは感染リスクが
高く難しい。再度フ
ードパントリーを開
催するには配る食品
がないという状況で
した。そんなことか
ら新型コロナウイル
ス対策地域支援寄
付金活動助成を申請
しようということに
なったのです。

―若葉町でのフードパントリーはいかがでしたか―
夏休み中ということもあり、親御さんの調理負担も減らせるように
とレトルト食品、カップ麺に加え、いつも地域食堂へご寄付してくださ
っている市内のパン屋さんでパンを調達しました。
当日は、6人のボランティアさんが1時間かけて70人分の袋詰めをし
てくれ、18時から配布できました。お菓子もご寄贈いただいたので「う
ちだけじゃないですか？！」「こんなにたくさん？！」と喜ばれるほどの
食品を配ることができました。
困っていることを発信できない、困っていると感じていない家庭も
あります。今回のフードパントリーをきっかけに、わかば円居の家をさ
まざまなご家庭に「ちょっと楽しそう」「行ってみるといいことがある
かも」と思ってもら
えたら万々歳です。
子どもや大人の「生
きにくさ」を地域で、
わかば円居の家で、
少しでも和らげられ
たらと思います。

受付日 氏名・団体名 寄付金額
9月1日 ｇｓ　kitchen牛腸　俊介 4,800�
9月2日 匿名 500,000�
9月3日 大野　春夫 5,000�
9月16日 匿名 50,000�
9月23日 匿名 10,000�
10月7日 ｇｓ　kitchen牛腸　俊介 7,000�
10月9日 東畠　弘子 2,000�
10月28日 東畠　弘子 2,850�
6月19日 匿名 10,000�
6月29日 匿名 5,000�

新型コロナウイルス対策地域支援寄付金　
寄付者・団体  

新型コロナウイルス対策地域支援寄付金 
活動助成団体とその活動内容

2020年9月1日～10月31日（敬称略）�　　　 　�� 2020年9月1日～10月31日（敬称略）�　　　 　��

※�6月に匿名でご入金のみいただいた方につきましては、
今号で同時に掲載させていただきました。

 総額：596,650 円
みんなでご飯立川（2回目)

ひとり親の親子、プレシングル家庭へのお弁当の配布

認定NPO法人　育て上げネット

職場体験の機会を喪失した中学生を対象とする職業人講話の実施
学習支援拠点へ通所する小中高生が使用する衛生グッズの購入
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立川市内にお住まいで本誌配布をご希望の方、視覚障害者で録音CDをご希望の方はご連絡ください。 ☎ 042-529-8300　FAX 042-529-8714

新型コロナウイルス感染症の影響で
生活資金にお困りの方々へ

2020年度立川市看取り支援フォーラム

「私の人生会議～人生100年時代、
私はどう生き抜くのか～」

受験生チャレンジ貸付事業

　新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方 へ々の貸付を行っています。（受付期間：2020年12月25日（金）まで）

　長寿社会を迎えている日本。人生の時間が長くなる現代では生き方の変化も求められます。自分の人生をどう生
き抜き、最期をどう迎えたいのか。
　第1部の基調講演では、岐阜県にある小笠原内科・岐阜在宅ケアクリニックの院長、小笠原文雄医師より、在宅
医療の実際について学びます。第2部のシンポジウムでは、「立川で最期を迎えるために」をテーマとし、立川市の
医療・介護関係者等と一緒に、立川で最期まで過ごすためにはどうしたらいいのかを考えます。

日　時：2021年1月30 日(土) 13:00～16:10　12:30開場
場　所：女性総合センター・アイムホール（立川市曙町2-36-2）

◎基調講演「なんとめでたいご臨終」
講　師：小笠原内科・岐阜在宅ケアクリニック　院長　小笠原�文雄氏
◎シンポジウム「立川で最期を迎えるために」
登壇者：◎コーディネーター
� ・立川在宅ケアクリニック　
� � 院長��荘司�輝昭氏
� ◎シンポジスト
� ・災害医療センター　地域医療連携室　
� � 退院支援看護師��沼里�綾乃氏
� ・老援団幸町居宅介護支援事業所　
� � 介護支援専門員��峰岸�康一氏
� ・健生会さかえ訪問看護ステーション　
� � 所長��岩野�さかえ氏
� ・在宅ホスピスケア　ボランティアさくら　
� � 代表��岡田�美佐子氏
� ・在宅介護経験者

詳細は、東京都社会福祉協議会のHPをご覧ください。
（https://www.tcsw.tvac.or.jp/index.html）
※新型コロナウイルス感染予防の観点から、郵送による申請を原則としています。まずは下記までお問い合わせくださいますようお願いします。
問合せ：立川市くらし・しごとサポートセンター　☎�042-503-4308　FAX�042-526-6081

　中学3年生・高校3年生を対象に、塾費用や受験料の貸し付けを無利子で行います。さらに高校・大学等に入学した場合は返済が免除されま
す。ご利用には要件があります。詳しくは下記へお問い合わせください。
問合せ：立川市くらし・しごとサポートセンター　☎�042-503-4308　FAX�042-526-6081

■緊急小口資金
対象：�新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により

収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための
生活費を必要とする世帯。

　・貸付上限額� 20万円以内
　・据置期間� １年以内
　・返済期間� ２年以内（24回以内）
　・連帯保証人� 不要
　・利子� 無利子

■総合支援資金～主に失業された方向け～
対象：�新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等に

より生計維持が困難となり、生活再建までの生活費を必要とする
世帯。

　・貸付上限額� (単身世帯）月15万円以内　
� (複数世帯）月20万円以内
　・貸付期間� �原則3か月以内
　・据置期間� １年以内
　・返済期間� 10年以内（120回以内）
　・連帯保証人� 不要
　・利子� 無利子

新型コロナウイルス対策地域支援寄付金 
活動助成団体とその活動内容

定　員：70名　
� 参加費無料・予約不要（先着順）
その他：�「住み慣れた家で、最期まで私ら

しく生きるために」をテーマに、
在宅医療に関わる資料等の展示会を12:30～16:30開催。

※�中止については1月29日(金)17:00までに、立川
市社会福祉協議会Twitter及びホームページで
周知させていただきます。
　　　　
�問合せ：立川市南部西ふじみ
� 地域包括支援センター　
� ☎�042-540-0311　FAX�042-548-1747
主　催：立川市高齢福祉課・立川市基幹型地域包括支援センター
共　催：�立川市医師会・立川市社会福祉協議会・立川市地域包括

支援センター・福祉相談センター

Twitter�QRコード

小笠原文雄氏
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「もったいない」を「ありがとう」へ
～明治安田生命社員のみなさま

のフードドライブ活動～
    地域福祉コーディネーター　丸山

　先日、明治安田生命立川支社に訪問し、「フードバンク立
川」と「地域食堂」の活動について報告しました。今年は新
型コロナウイルスの影響により、飲食等三密を伴う活動の
中止などで多くの地域食堂が開催できない状況ですが、何
とか食品を必要としている人にお渡ししたいという思いか
ら、食材やお弁当を届けるフードパントリー活動を行ってい
る団体を支援しています。
　3月に社員の皆さまから、39．2㎏の食品の寄付があり、
10月にもフードドライブ活動にご協力をいただきました。こ
のように継続して地域を支えてくださる企業とのご縁を、今
後も大切にしていきたいと思います。

～立川市内の集いの場情報誌～
『たちまちこみち』を更新・発行しました！

    立川市生活支援コーディネーター　浅見・川村

　「ご近所で体操できる場所がないかしら？」
　「趣味活動に一緒に取り組む仲間と出会いたい！」
　「自分と同じ立場の人の話を聞ける場所がないかな？」
　そんな方々に向けて、『たちまちこみち』では、お住いの近くで様々な思い
をもって開かれている「集いの場」をご紹介しています。多くの方のご協力の
もと、内容をリニューアルして発行しました！コロナ禍で
活動再開がままならない場もありますが、地域の暖か
な「集いの場」に一人でも多くの方に巡り合ってほしい、
そんな思いを込めて編集しました。ご入用の方は、下記
までお問合せいただ
くか、本会ホームペー
ジよりダウンロードし
てご利用ください。

【問合せ】�
☎�042-540-0200　�
FAX�042-529-8714
立川市生活支援
コーディネーター　
浅見・川村

←�ダウンロード
はこちらから

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皆さまと一緒に「孤立のないまち」を目指して地域福祉活動をすすめます。全地区に専任職員を配置しています。

町 担当者 電話

富士見・柴崎 池谷 042-540-0205

錦・羽衣 丸山 042-519-3001

曙・高松・緑 小林 042-540-0210

栄・若葉 古川 042-537-7147

砂川・柏・幸・泉 田口 042-534-9616

上砂・一番・西砂 進藤 042-534-9501

○各町の地域福祉コーディネーター   連絡先

ボランティア・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理念である「誰もがふつうにくらせるしあわせなまち立川」をより効果的
に推進していくために、市民の皆さまからお預かりした会費や寄付金を財源として、ボランティア・市民活動グループへの助成事業を行っています。
本事業は、市民参画による運営委員会で助成を決定しています。市民の公益的な活動が継続的に地域に還元されることを願っています。
ご不明点などは、お問い合わせください。�

■申請方法などのご案内 
1.�助成事業内容�
� (1)ファーストステップ助成�
� � ※設立から3年以内の団体、1団体3回まで申請可
� � 　団体の結成及び1年間の運営にかかる経費等
� (2)事業継続支援
� � ※設立から3年以降の団体、1団体3回まで申請可　
� � 　市民交流事業や普及啓発活動、調査研究活動にかかる事業
� � ※�(1)(2)ともに2020年度にコロナ対策の影響で事業ができず

に返金をした場合は助成回数に数えません。
2.�助成額� (1)(2)ともに�1�団体につき、最大5万円�
3.�助成対象期間� 2021年4月1日（木）～2022年3月31日（木）
4.��助成対象� �5人以上の会員等で構成されている公益性のあ

る開かれた活動を行う非営利団体で、以下のい
ずれかに該当する団体

� (1)市内に活動拠点が設置されている団体　　
� (2)立川市民を主たる対象に活動をする団体
� (3)立川のまちづくりの推進に寄与する団体　�
� � ※�ボランティア・市民活動センターたちかわへの団体登録が必

要です(申請と同時に登録可能)。
5.�自己負担率（事業継続支援のみ）
� 1回目10%、2回目15%、3回目20%�
6.�申請書の受付期間　
� 2021年1月20日(水)～1月29日(金)18:00まで�
� 平日 9:00～18:00　土曜日 9:00～16:00(日曜祝日は除く)�
� ※申請書は、ホームページからもダウンロードが可能です。�
� ※事前にご連絡ください。受付日時の調整をさせていただきます。�
7.�問合せ　ボランティア・市民活動センターたちかわ　
� � � ������☎�042-529-8323　FAX�042-529-8714
���������������� E-mail：shimin@tachikawa-shakyo.jp

2021年度　市民活動団体助成のご案内



5社協の取組みや活動は、皆さまからの会費や寄付などによって支えられています

ご協力ありがとう
ございました！

2020年度　立川市社会福祉協議会　会員・会費　
団体・個人会員   

団体・企業名
株式会社　芝建築設計事務所
こじか園
パナピット　シムラ

2020年9月1日～10月31日（敬称略）

個人
米田　公俊
匿名

自治会 
地区 自治会名 準

会員 個人 団体 加入
者数 合計金額

富士見
親生会 528 20,000
富一東協和会 3 35 38 24,000
東親和会 19 19 9,500

柴崎

柴二東部会 102 5,000
柴二南明会 140 140 70,000
柴四東親和会 305 30,000
柴中会 184 30,000

錦 錦町五丁目親和会 37 2 39 17,300
羽衣 羽衣第３アパート自治会 188 5,000

曙
曙町三丁目西和会 140 10,000
曙町三丁目仲和会 450 10,000

高松
高松町松友会 319 5,000
高松町東友会 11 134 145 71,600

栄

栄町南部自治会 400 10,000
栄町５丁目アパート自治会 127 5,000
東栄会自治会 252 24,000
江の島自治会 48 3,000
南栄会自治会 60 5,000

若葉 旭自治会 14 5,000

幸
幸町六丁目自治会 339 5,000
九番組自治会 71 7,100
西けやき台団地自治会 240 30,000

柏

いずみ住宅自治会 1 1 500
トミンハイム立川泉町自治会 376 20,000
青柳自治会 42 5,000
柏町六番組自治会 201 5,000
七番組自治会 224 224 112,000
五番組自治会 138 15,000

砂川
二番組自治会 253 5,000
昭和の森町会 44 5,000
一番組自治会 406 5,000

西砂 殿ヶ谷組自治会 227 10,000
自治会合計 51 555 0 6,060 584,000

受付日 氏名・団体名 寄付金額
9月1日 第4地区民生委員・児童委員協議会 901�
9月2日 山田　久夫 6,000�
9月16日 匿名 50,000�
9月23日 第6地区民生委員・児童委員協議会 1,316�
9月23日 第4地区民生委員・児童委員協議会 1,264�
9月23日 匿名 501�
9月24日 第5地区民生委員・児童委員協議会 1,150�
9月25日 第1地区民生委員・児童委員協議会 1,550�
9月29日 牡鹿半島を支援する会　会長�豊泉　喜一 50,000�
9月29日 匿名 5,000�
9月30日 第３地区民生委員・児童委員協議会 1,605�
9月30日 第２地区民生委員・児童委員協議会 2,829�

受付日 氏名・団体名 寄付金額
10月9日 若葉町の福祉を考える会 50,000�
10月14日 三鴨　信昭 15,000�
10月14日 磯野　俊雄 26,334�
10月16日 匿名 3,000�
10月22日 第4地区民生委員・児童委員協議会 1,274�
10月22日 第5地区民生委員・児童委員協議会 1,688�
10月23日 須﨑　伸子 10,000�
10月23日 第1地区民生委員・児童委員協議会 2,819�
10月28日 第３地区民生委員・児童委員協議会 1,751�
10月28日 第6地区民生委員・児童委員協議会 1,316�
10月28日 第2地区民生委員・児童委員協議会 2,348�

寄付者名簿　2020年9月1日～10月31日�(敬称略）� � 総額：237,646円

赤い羽根共同募金　自治会
2020年9月1日～10月31日（敬称略）

一般

地区 自治会名 募金額

富士見

立川富士見町一丁目第３自治会 5,000
親生会 10,000
富士見町二丁目自治会 10,000
東親和会 41,300

柴崎

柴二東部会 5,000
柴四東親和会 20,000
柴中会 10,000
柴二南明会 42,000
柴崎町二丁目中和会 5,000
都営柴六自治会 5,000

羽衣
コープ西国立自治会 14,000
羽衣本町会自治会 70,000

曙
曙町三丁目西和会 5,000
曙町三丁目仲和会 10,000

高松

高松町南自治会 5,000
共栄会 5,000
高松町松友会 5,000
高松町東友会 47,800

栄

都営栄町５丁目アパート自治会 5,000
栄町南部自治会 10,000
睦会自治会 5,000
東栄会自治会 5,000
江の島自治会 3,000
弥生会自治会 3,000
南栄会自治会 5,000

若葉
はなみずき会 3,000
緑ヶ岡ハイツ自治会 5,000

幸

九番組自治会 7,100
幸町六丁目自治会 5,000
西けやき台団地自治会 20,000
いずみ自治会 1,500

柏

トミンハイム立川泉町自治会 20,000
青柳自治会 5,000
上水自治会 10,000
玉川上水さかえ野自治会 10,000
七番組自治会 26,700
みどり自治会 5,000
あざみ苑自治会 5,000
都営柏町第二自治会 5,000
五番組自治会 15,000
双葉自治会 3,000

砂川
親交自治会 5,000
昭和の森町会 10,000
一番組自治会 10,000

西砂 殿ヶ谷組自治会 10,000
自治会合計 532,400

※11月1日以降の寄付・会費・募金については、次回2021年2月号に
　掲載させていただきます。

赤い羽根　募金者名 募金額
立川市役所職員 83,073
立川市社会福祉協議会職員 16,926

一般合計 99,999

歳末共同募金　自治会
2020年9月1日～10月31日

地区 自治会名 募金額
羽衣 羽衣本町自治会 100,000

自治会合計 100,000
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※ 新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載されているイベント等が延期または中止となる可能性があります。
お出かけ前に必ず、主催団体にお問い合わせください。

イベント・講習・講座

パソコン入門講座「パソコンを楽しもう」
受講生募集

　パソコンを始めて間もない方とパソコン初心者入門講座です。
見学歓迎です。

����　月   日 学習館 10:00~12:00 13:30~15:30
12月7日(月) 砂川 エクセルで会計報告

書の作成
パソコンのセキュリ
ティー・補習コーナー12月10日(木) 高松

12月21日(月) 砂川
ワードで名刺作成

12月24日(木) 高松

はじめてのボランティア講座
「心を元気にする！旅のサポートボランティア」

　旅に出る、旅の予定を立てるだけで日常生活に楽しみや張
り合いが生まれます。近くの公園でも海外でも、旅の効用は距
離も年齢も障害も関係ありません。「家族を旅に連れ出したい」�
「旅のお手伝いをしたい」「旅の楽しさを伝えたい」という方
にピッタリのボランティア活動を、実例を交えて紹介します。
日　時：2021年1月23日（土）　13:00～15:30
場　所：立川市総合福祉センター（立川市富士見町2-36-47）
講　師：NPO法人高齢者・障がい者の旅をサポートする会
� �長橋�正巳氏
定　員：15名　　参加費：無料
申込先：ボランティア・市民活動センターたちかわ（P7参照）　

NPO法人・非営利団体のための運営実務講座
「NPO法人の定款について」

　「定款ってどんな役割があるの？」「今の定款のままでいいの？」
「使いやすい定款はどんなもの？」「どんなことに気をつけて作れば
いいの？」などNPO法人の定款に関するあれこれを学ぶ講座です。
日　時：2021年2月3日 (水)　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
場　所：立川市総合福祉センター(立川市富士見町2-36-47)
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：20名(申込順)　　
参加費：500円(資料代)
申込み：ボランティア・市民活動センターたちかわ（P7参照）

NPO法人設立ガイダンス
　 「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」｢法人化したら何が変わるの？」「法人
化の手続きは？」という方を対象に、NPO法人の設立に関するガイダン
スを開催します。NPO法人に興味をお持ちの方々への入門講座です。
日　時：①2020年12月11日（金) 19:00～20:30（下記会場で実施)
� ②2021年 1 月20日（水) 19:00～20:30（ZOOMでオンライン講座)
� 　※①②とも同じ内容になります。
講　師：ボランティア・市民活動センターたちかわ職員
場　所：立川市総合福祉センター(立川市富士見町2-36-47)
対　象：�NPO法人格取得を検討されている団体の方、NPO活動に関

心のある方、NPO活動をされている方、行政スタッフなど
定　員：�両日ともに20名(申込順)　　
参加費：�無料�
申込み：�ボランティア・市民活動センターたちかわ（P7参照） 市民活動団体支援講座

「聞いてみよう！NPO法人と一般社団法人の違い」　
　調べてもなかなか理解することが難しい、NPO法人と一般
社団法人の違いについて、丁寧に解説します。これから団体を
法人化することを検討されている方や、団体の将来像を描き
たい方など、ぜひご参加ください。
日　時：2021年1月15日 (金)　19:00～21:00
場　所：立川市総合福祉センター(立川市富士見町2-36-47)
対　象：立川市内で活動するNPO・ボランティア・市民活動団体
定　員：20名(申込順)　�
参加費：500円（資料代）
申込み：ボランティア・市民活動センターたちかわ（P7参照）

ボランティア・
市民活動センターたちかわ　情報掲示板
主に立川市内のイベントやボランティア情報等を掲載しています

�…�講座　　 �…�オンライン　　 �…�パソコン　　 �…�交流会　　 �…�メンバー募集　

わがまち
たちかわ

市民活動団体支援講座
「食わず嫌い解消！触れてみようオンライン」

「コロナ禍でなかなか皆が集まって活動ができない」「オンライ
ンミーティングってよく聞くけれど、難しそう」などなど。オンライ
ンを活用し、市民活動を実践されている方々の報告を聞きなが
ら、明日から活かせるポイントを学びませんか？
日　時：2020年12月16日 (水) 
 ①14:00～15:30②18:30～20:00
場　所：オンライン(ZOOMを使用します)
対　象：立川市内で活動するNPO・
� ボランティア・市民活動団体
定　員：各20名(申込順)　　参加費：無料
申込み：ボランティア・市民活動センターたちかわ（P7参照）

参加費：1日500円（ご希望のコースを受講してください）
定　員：各コース16名（パソコンをご持参ください）

場　所：高松学習館（立川市高松町3-22-5）　砂川学習館（立川市砂川町1-52-7）
問合せ：パソコン相談員研究会（若月（ワカツキ）さん）���☎090-6514-0764
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日　時：2020年12月13日（日）　14:00～16:30�
場　所：女性総合センター・アイム�5階第3学習室及びリモート（ZOOM）（立川市曙町2-36-2）
講　師：吉岡�正司（ヨシオカ�マサシ）氏（立川市立第二小学校校長）　ピッチフォード理絵（リエ）氏（YSCGS）
参加費：無料　　予定定員：会場40名＋リモート40名
申込み：会場＋リモート共に予約必要（先着順）　11月10日（火）から予約開始
問合せ：ＮＰＯ法人たちかわ多文化共生センター　☎&FAX��042-527-0310　E-mail:�tmc@poppy.ocn.ne.jp

けやきの会　メンバー募集　
　私たちは、オストメイトを多くの人に知ってもらうため

の活動をベースに、災害時には適切な支援が受けられるための取
組みや、オストメイト同士の交流会を開催しています。オストメイトと
は、病気や事故などが原因でストーマ（人工肛門・人口膀胱）を造設
した人のことです。オストメイトが不自由な思いをすることなく、安心
して暮らせるように、一緒に活動していただけるメンバーを募集して
います。オストメイトご本人、そのご家族、医療・福祉関係の方、学生
の方、ITに詳しい方大歓迎です。一度ご連絡をください。
定例会：月1回（日時は不定期）
場　所：立川市総合福祉センター（立川市富士見町2-36-47）
� 子ども未来センター（立川市錦町3-2-26）
年会費：1,000円　学生500円　賛助会費1,000円
問合せ：けやきの会（平岡（ヒラオカ）さん）　
� ☎090-5422-8527
� E-mail：tachikawa.keyakinokai@gmail.com

� 〒190-0013　立川市富士見町2-36-47　　☎�042-529-8323　FAX�042-529-8714
� E-mail：shimin＠tachikawa-shakyo.jp　　URL：https://www.tachikawa-shakyo.or.jp/
� 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。

お問合せ

開所日・時間

　ボランティア・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、立川のまちづくりに参加したい市民を
サポートする窓口です。情報掲示板ではイベント告知、ボランティア情報を発信します。皆さまからのご意見・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。

使用済み切手整理メンバー募集　
　切手の周りを5ミリ位残して切る簡単なボランティ

アです。雑談をしながら楽しくやっています。
　立川駅北口交番前よりシャトル便が出ていますので（P8参
照）、一度見学にいらしてください。お待ちしております。
日　時：毎週月曜日　10:00～12:00
場　所：立川市総合福祉センター（立川市富士見町2-36-47）
申込み：たけのこ（吉川（ヨシカワ）さん）
問合せ：☎�080-3931-5335

たちかわ市民交流大学～団体企画型講座を募集　
　市内で活動するサークルやNPO法人などの市民グループの皆さんが企画・運営する講座を募集しています。

問合せ：立川市教育委員会事務局　
� 生涯学習推進センター　
住　所：〒190-0012　立川市曙町2-36-2　
� 女性総合センター・アイム�1階
� 担当：市民交流大学係　
� ☎�042-528-6872　
� FAX�042-528-6804

実施期間：2021年5月～2022年2月
実施会場：生涯学習関連施設等
応募期間：2020年10月23日（金）～2020年12月18日（金）必着
応募方法：郵送・FAX・直接
� �詳細は募集案内をご覧ください。募集案内と事業提案書は生涯学習情報コ

ーナー（女性総合センター・アイム�1階）と市内地域学習館で配布するほか、
市ホームページからダウンロードも可能です【「たちかわ市民交流大学　団
体企画型講座」で検索】。

和紙ちぎり絵教室　生徒募集　
「和紙をちぎって」手先を動かし、いつまでも若さを！

～絵が苦手、私に出来るか不安。初歩的なことを知らない～このよ
うな方々、大歓迎です。
日　時：毎月第2火曜日
場　所：みんなの展示場中村洋久絵画館（立川市柴崎町2-21-17）
講　師：山村�光子(ヤマムラ�ミツコ)氏
参加費：月1,500円（入会金無し）
問合せ：みんなの展示場中村洋久絵画館（中村（ナカムラ）さん）
� ☎＆FAX　042-524-4702

不要になったノートパソコンを無料で
お引き取りします　

　買替で眠っているWindows7またはWindows8はありませ
んか？状態により可能な機種は、Windows10として再生され
地域で活動する団体を通して有効活用されます。
　データ消去についての
ご相談も受け付けます。
皆様のご協力をお待ち
しています。(写真は、ひ
とり親家庭の皆さんに
パソコンをお渡しした際
に、動作確認をしている
様子です。)
問合せ：社会貢献活動団体mokuromi�（稲垣（イナガキ）さん）
� ☎090-8590-5598
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ご寄付のお願い
ご協力よろしくお願いいたします

専門相談  立川市総合福祉センターにて各種専門相談を実施しています。

無料シャトル
バス時刻表

社会福祉法人
立川市社会福祉協議会

相談の種類 相談員 実施日 実施時間 予約 問合せ・予約先

法律相談 弁護士
第３土曜日

（祝日の場合は���������
���第4土曜日）

１３：００～１６：００

要予約

立川市社会福祉協議会　
経営総務係　☎ 042－529－8300

成年後見相談 司法書士 第２土曜日
立川市社会福祉協議会　
地域あんしんセンターたちかわ
☎ 042－529－8319

精神障害者の
家族相談

立川麦の会
(立川精神障害者家族会)

第２月曜日
（祝日の場合は
���第3月曜日）

１３：３０～１６：３０ 立川麦の会
☎ 042－507－6015（岡田）

アルコール相談 立川断酒会 第２・４水曜日 １３：００～１６：００ 予約不要
実施日には、電話相談も受付けています。
アルコール相談専用
☎ 042－529－8426(実施時間中のみ）

　立川市社会福祉協議会は皆さまのご協力のもと、「誰もが
ふつうにくらせるしあわせなまち立川」の実現を目指してさま
ざまな事業を行っています。当会の活動は寄付によって支えら
れています。皆さまのあたたかいお気持ちを、お寄せいただけ
ましたら幸いです。

＜ご寄付の方法＞
寄付金は社協窓口または銀行振込にて随時受付けています。
銀行振込は下記の口座にお願いします。その際は大変お手数
ですが、下記まで電話またはメールにてご連絡ください。領収
書を発行します。

銀行：みずほ銀行�立川支店　普通�0207318
名義：社会福祉法人立川市社会福祉協議会�会長�鈴木茂
◎ お振込みの際は「キフ　振込人氏名」とご入力ください。
◎ 恐れ入りますが、振込み手数料はご負担いただきますよ

うお願いします。

＜税額控除について＞
税制上の優遇措置があります。詳しくは当会ホームページをご
覧ください。

【申込み・問合せ】
立川市社会福祉協議会　経営総務係
（連絡先は右記）

総合福祉センター
→ 立川駅北口 行　　　　　　

立川駅北口
→ 総合福祉センター 行

����9：40 ����9：50
10：20 10：30
11：00 11：10
11：40 11：50
13：00 13：10
13：40 13：50
14：20 14：30

開所時間 月～金 8:30～19:00　　
　　 土 8:30～17:00
日曜・祝日・年末年始はお休みです。

〒190-0013��立川市富士見町2-36-47�立川市総合福祉センター内
☎�042-529-8300（代表）　　FAX�042-529-8714
URL：https://www.tachikawa-shakyo.or.jp/�　　　�
E-mail：info@tachikawa-shakyo.jp
84.4fm エフエムたちかわの立川多摩地域情報局プレッセにて、当会の情報
を発信しています。【出演時間】毎月第2火曜日11：30～11：40

○�運行は月曜から金曜までです。
○�バス停はありませんので、表にあ
る時刻に立川駅北口交番前よりご
乗車ください。

立川市社会福祉協議会 Facebook Twitter  立川市社会福祉協議会  検　索

編集
後記

あいあい通信は、市民が編集委員となり紙面割りや取材を行っています。
☆  色 な々ことがあり、考えさせれる一年でした。何気ない日常に感謝です。（あい)
☆  気が付けばほのかに匂う金木犀もはや終わり、蝉の声から鈴虫の声

にいつの間にか季節が移ろっていました。年をとると月日のたつのが
一層早く感じられます。（SU)

☆ 今年も初めてづくしの激動の１年でしたが、来年こそは穏やかな年になりますよう。（梅）
☆  2020年はコロナの1年でした。空白の1年間のように感じることもありましたが、小

さな幸せにも気づく年でした。（松）

※ 新型コロナウイルスの感染拡大状況により各種専門相談が中止となる場合があります。また、予約不要のアルコール相談も中止となる可能性があり
ますので、お出かけ前に必ずお問い合わせください（実施時間外のお問合せは 経営総務係  ☎ 042－529－8300 まで）。

立川市社会福祉協議会（立川市総合福祉センター）までの

次回の発行は2021年2月1日です。


