
●地域福祉サービス充実のためにご協力をお願いします。
共同募金運動は皆さまの「たすけあい精神」に支えられ、今年で68回を迎えます。
地域の福祉施設や団体を支援していく仕組みである、共同募金にご協力お願いします。

○昨年度のご報告
皆さまからいただいた募金は、共同募金会配分推せん委員会の審査を経て、共同募金会に申請のあった立川市内の地域

福祉サービスを行う、民間の社会福祉施設・団体へ配分されました。
　　平成２５年度　募金額　4,145,799円
【配分先】
　曙寮
　愛光保育園
　愛光あけぼの保育園
　愛光第五保育園
　えがおの家
　花音

　デイサービス事業みんなの広場1
　デイサービス事業みんなの広場2
　チャレンジこぶし
　福祉工房こぶし
　ファミリーホーム砂川
　ワークショップモア

モアコート朝貝第１
モアコート朝貝第2
みずほ寮
至誠学舎立川至誠大地の家
呼ネット

立川市社会福祉協議会でも、立川市心身障害者スポーツ大会、市民活動センターたちかわ資材貸出事業などに活用させていただいています。

１０月１日より赤い羽根共同募金運動が始まります

ありがとうメッセージ

かおる治療院

立川市柏町4-24-20

http://kaoru-houmon.com
☎042-848-0030

訪問マッサージ・訪問はり灸訪問マッサージ・訪問はり灸
医療保険取扱（要医師同意）

専
門

ご自宅でリハビリマッサージが受けられますご自宅でリハビリマッサージが受けられます
1回 300円～500円程度（1割負担の方）

　

子どもたちはままごと遊びが大好き。各年齢の園児とも夢中になって遊ぶ姿が見
られます。乳幼児から幼児まで各年齢の子どもたちが好きな玩具を選び、今年度は
「ウッディプッディキッチン　システムキッチン」「トータルままごとオーブンレンジ」
「デュプロ園用いろんなパーツセット」を購入させて頂きました。
新しいキッチンセットにみんな大喜び！！遊びの輪も拡がり笑顔があふれます。

「デュプロ園用いろんなパーツセット」も子どもたちの遊びの世界を楽しいものにし
てくれています。
子どもたちが創造力豊かに遊ぶ姿は私達職員にとっても大きな喜びです。遊びを
通して成長していく子どもたち。大切に使わせて頂きます。ありがとうございました。

社会福祉法人　愛光学舎
愛光第五保育園
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ああいいああいい通信
〒190-0013 東京都立川市富士見町2-36-47
TEL.042-529-8300 ／ FAX.042-529-8714Vol.114

（2014年10月1日発行）
※「あいあい」は、「助け合い」「支えあい」のあいを取ってあいあいと言います。



第10回　地域福祉市民フォーラム2014　開催のお知らせ
～地域における支え合い・つながりづくり～

○「地域福祉市民フォーラム」とは？
今年で第１０回を迎える「地域福祉市民

フォーラム」についてご紹介いたします。
立川のまちは市民の力で溢れています。

立川に住み生活をする人、立川で仕事をし
ている人、立川の学校で学んでいる人、立
川で買い物や娯楽を楽しむ人、様々なかた
ちで、様々な人たちが立川に関わり、立川
のまちがつくられています。

自治会などの地域活動に携わる人々、ボ
ランティアやＮＰＯ、企業、学校、商業、農
業など様々な立場の人々が協力し合い、生
き生きとしたまちづくりに参加しています。地
域で活動する人々の生き生きとした姿を届
け、地域社会の主人公である市民が、高齢
になっても、障害があっても、人と人がつな
がり、共に安心して暮らしていけるように「地
域福祉市民フォーラム」を開催し、これから
の地域づくりについて考えていきます。

今年も立川で活躍されている方々の様々
な立場、視点からお話いただく予定です。

ぜひ多くの皆さまにご参加いただきますよ
うよろしくお願いいたします。

○「地域包括支援センター」です
地域包括支援センターは、地域におけ

る高齢者の総合相談窓口です。民生委
員・児童委員協議会と同じ市内６生活圏
域に設置されています。社会福祉士、保健
師・看護師、主任介護支援専門員といっ
た専門職を配置することで、介護や福祉の
相談だけではなく、「介護予防」「医療」「生
活支援」「住まい」などの様々なご相談をお
受けしております。誰もが地域から孤立す
ることなく住み慣れたまちで安心して暮らせ
るよう、立川市では下記の６つの地域包括
支援センターと３つの福祉相談センターが
日々活動しています。

上記のような相談のある時はお近くのセ
ンターにご相談ください。

事業所名称と担当地区 所在地 電話
立川市南部西ふじみ地域包括支援センター 

（富士見町・柴崎町）
立川市富士見町2-36-47
立川市総合福祉センター内   042 - 540 - 0311 

立川市南部東はごろも地域包括支援センター 
（錦町・羽衣町）

立川市羽衣町1-12-18
羽衣地域福祉サービスセンター内   042 - 523- 5612 

立川市中部たかまつ地域包括支援センター 
（曙町・高松町・緑町）

立川市高松町2-27-27
TBK第2高松ビル105号室   042 - 540 - 2031 

立川市北部東わかば地域包括支援センター
（栄町・若葉町） 

立川市若葉町3-45-2   
介護老人保健施設わかば内   042 - 538 - 1221 

立川市北部中さいわい地域包括支援センター
（砂川町・柏町・幸町・泉町） 

立川市幸町4-14-1   
至誠キートスホーム内   042 - 538 - 2339 

立川市北部西かみすな地域包括支援センター 
（西砂町・一番町・上砂町）

立川市上砂町5-76-4 
砂川園内   042 - 536 - 9910 

にしき福祉相談センター 立川市錦町6-28-15
至誠ホーム内 042 - 527 - 0321

かみすな福祉相談センター 立川市上砂町1-13-1
上砂地域福祉サービスセンター内 042 - 537 - 7799

にしすな福祉相談センター 立川市西砂町5-5-5
西砂ホーム内 042 - 531 - 5550
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ボランティアをしながら楽市を一緒に楽しみませんか?

□ボランティアをしてみたいな～と思っている人いませんか ?
来たる11月8日（土）、9日（日）に『たちかわ楽市』が開催されま

す。市民活動センターたちかわでは、今回で10回目の節目になる、
好評の「楽市案内人ボランティア」を募集します！
「ボランティア活動に興味はあったけど、きっかけが無かった」
「自分にできるかどうか わからなかった」
と思い当たる方！ぜひご参加ください！！イベントスタッフの一員に

なりましょう！！一緒に楽市を盛り上げましょう！！
ひとりでは心配？ ご家族皆さんでの参加もお待ちしてます！お兄

ちゃんお姉ちゃん、お父さんお母さん、お友だちを誘ってチャレンジし
てみて下さい！

日 時：平成26年11月8日（土）9:00～12:00
対 象：ボランティアに興味ある方（未経験者の方も歓迎です）
集合場所：昭和記念公園みどりの文化ゾーン ｢ あけぼの口｣前
内 容： ①楽市に遊びにきた人に会場案内
 ②障害のある方の買い物サポート（←職員も付添います）
持ち物：帽子・飲み物・筆記用具
定 員：①30名　②若干名
締 切り：10月24日（金）
申込み：立川市社会福祉協議会 市民活動センターたちかわ
 ☎042-529-8323／FAX：042-548-1724
 * aiaivc@whi.m-net.ne.jp

ヒューマンライブラリー開催します！
ヒューマンライブラリーとは、障害のある人や依存症のある方、あ

るいはホームレスといった偏見や差別を受けやすい、社会における少
数派となるマイノリティな方 を々「生きている本」として読者に貸出し
ます。読者は普段あまり触れ合うことのできない本を借りることで、そ
の語り部である当事者やその家族、あるいは支援者から直接話を聞く
ことができ、自分の持っている固定観念に気づくことができます。そう
することで読者は新たな視点を得る機会となり、お互いの多様性を認
め合うことができます。

この度、市民活動センターたちかわでは、マイノリティな方達が“生
きづらさを感じることなく暮らしていける立川”を目指し、ヒューマンライ
ブラリーを下記の予定で開催することになりました。

ヒューマンライブラリー（生きている図書館）＠立川
日 時：平成26年12月13日（土）午後
場 所：立川市総合福祉センター（予定）
本の種類：  ニート・引きこもり、アルコール依存症、その他依存症、

ホームレス、各種障害当事者及び障害児の親、母子家
庭、てんかん当事者などなど…

申込み：立川市社会福祉協議会 市民活動センターたちかわ
 ☎042-529-8323／FAX：042-548-1724
 * aiaivc@whi.m-net.ne.jp

NPO法人設立ガイダンス
NPO法人の設立に関心のある方。NPO法人ってなんだろうとい

う方などを対象とした入門講座です。NPO の意味や法人化の意義、
手続きの流れなどの基本的な説明をします。

日 時：平成26年11月26日（水）19:00～21:00
場 所：立川市総合福祉センター2階　視聴覚室
参加費： 500円
定 員：20名（申込順）
申込み・問合せ：立川市社会福祉協議会
  市民活動センターたちかわ
 ☎042-529-8323　FAX：042-548-1724
 * aiaivc@whi.m-net.ne.jp

平成26年度 立川市障害者週間　来て、みて、感じて、つながろう

平成26年12月3日（水）～9日（火）
■映画会とトークショー

平成26年12月7日（日） 
　立川市女性総合センター・アイム 1階ホール（立川市曙町2-36-2）
○映画「明日の希望」
○バリアフリートークライブ 〜笑いでバリアを吹き飛ばせ〜

※Eテレ「バリバラ」出演者によるトークショー
　出演:玉木幸則氏、山本シュウ氏

・詳細は、11月10日発行の「広報たちかわ」をご覧ください。
主 催：  立川市人権学習事業実行委員会・立川市障害者週間実

行委員会・立川市・立川市教育委員会

■展示と体験
平成26年12月3日（水）〜9日（火） 10:00〜16:00
　立川市役所 1階 多目的プラザ
○市内小学4年生が描いた「障害者の絵」の展示
○福祉機器やロボット等の展示・相談
○市内障害者福祉関係団体のパネル・活動紹介
○車いす体験、幻覚・幻聴体験
○ヘルパー事業所の紹介
○ピアカウンセラーによる相談（14:00〜16:00）  など

■障害年金相談
平成26年12月7日（日） 10:00〜16:00
　立川市役所 1階 101会議室
○社会保険労務士による「障害年金相談」〈要予約〉
予約・問合せ：立川麦の会 TEL/FAX:042-507-6015（岡田さん）

その他、プレイベントとして、10月18日（土）、立川拘置所主催の
「たちかわあすなろフェスタ」（会場/立川拘置所）に、立川市障害
者週間実行委員会として参加。車いす体験や福祉機器等の展示や
市内の障害のある人たちの施設の作品等の販売を行います。

「立川市障害者週間」とは ･･･
障害者週間は、平成１６年６月の障害者基本法の改正により、国民の間に広
く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経
済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目
的として、従来の「障害者の日」（１２月９日）に代わるものとして設定されました。
立川市では市内の団体・企業で実行委員会を立ち上げ独自のイベントを行っ
ています。

「立川あいあいプラン21」策定の進捗状況
平成25年10月より第4次「立川あいあいプラン21」策定委員

会を設置し、平成27年度からの5ヶ年計画の策定作業を進めてま
いりました。

この間、5回の策定委員会と2回の作業部会を開催するとともに、
平成25年11月～平成26年2月に計6回、地域懇談会を開催し、
計画の概要を説明するとともにグループワークにより、地域の皆さま
からのご意見をいただいてまいりました。

平成27年4月には、介護保険制度の改正や生活困窮者自立支
援法の施行など、福祉制度が大きく変わります。それに伴い、社会福
祉協議会の役割もますます重要になりますので、いただいたご意見や
社会の変化に合わせた実効性のある計画策定をすすめていきます。

※「立川あいあいプラン21」とは、地域の福祉課題を解決する
ために、住民をはじめ、行政、社協を含めた民間の福祉関係
団体、地域のさまざまな団体が連携して、それぞれの役割を
担いながら地域福祉を推進していくための活動計画です。

問合せ： 立川市障害者週間実行委員会事務局　立川市福祉保健部障害福祉課 
☎ 042-523-2111／FAX：042-529-8676

 NPO法人自立生活センター・立川 福祉ホットライン
☎ 042-526-1418／FAX：042-523-5545
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自治会名 準会員 個人会員 団体会員 合計数 会費額
西けやき台団地自治会 240 30,000
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言葉にかえて（寄付者名簿） 平成 26 年 6月1日～ 8月31日（敬称略）

ご加入いただき、ありがとうございます。 平成 26 年 6 月 1 日～９月５日（敬称略）

平成26年度 立川市社会福祉協議会団体会員一覧

団体・企業名
NPO法人 立川子ども劇場 宗教法人 諏訪神社 パソコン相談員研究会 株式会社 アイサービス
有限会社 保寿産業 立川マザーズ 税理士法人 藤花 株式会社 益子不動産
有限会社 なとりビル 前田金属工業株式会社 社会福祉法人 恵比寿会フェローホームズ 岩﨑不動産株式会社
株式会社 けやき出版 西東京産業株式会社 有限会社 四季会席葵 社会福祉法人 東京都同胞援護会 立川福祉作業所
株式会社 東京ビルド JA東京みどり立川支店 学校法人 村井学園  立川女子高等学校 立川市朗読サークル「こえ」
立川市手をつなぐ親の会 社会福祉法人 東京リハビリ協会 在宅介護福祉センターハイジ 株式会社 高島ビル
株式会社 カンワ工業資材 株式会社 クスミエステート 立川社会福祉士会 株式会社 多摩健康企画
東京司法書士会 三多摩支会 株式会社 ドリーミー 東京税理士会 立川支部 芝建築設計事務所
多摩信用金庫  NPO法人 こらそん 株式会社 タカンナ 株式会社 アサミ
武州交通興業株式会社 すみれの会 株式会社 地域保健企画ふくじゅ草 NPO法人 マチエール花音
河辺印刷株式会社 NPO法人 たんとの会立川けやき福祉作業所 有限会社 旭総合保険センター 日本電技株式会社 東京本店
NPO法人 たちかわ多文化共生センター 福祉あすなろ会 たましんリース株式会社 訪問在宅理美容サービス ひまわりさん
NPO法人 相続アドバイザー協議会 NPO法人 立川マック 社会福祉法人 至誠学舎 立川至誠学園 NPO法人 国立ルピナスカタバミ作業所
立川市商店街振興組合連合会 株式会社 ホーミー 有限会社 えくてびあん NPO法人 ガイドヘルプサービスあい
パナソニックエイジフリー介護チェーン立川 三多摩市民後見を考える会 NPO法人 やどかり NPO法人 いもっこの会
時事通信社 立川支局 NPO法人 こぶしの会 シバサキ保険事務所 栄町地区グッドネイバーをすすめる会
アサヒカルピスビバレッジ株式会社東大和支店 株式会社 ハンディキャップ・サービス 社会福祉法人 至誠学舎 立川小百合保育園 文化・芸術いきいきネットワーク
みんなの展示場 中村洋久絵画館 社会福祉法人 あかつきコロニー 株式会社 立川印刷所 ボーイスカウト 立川第7団
株式会社 北田設計事務所 株式会社 須田ビルメンテナンス 社会医療法人社団 健生会 立川相互病院 有限会社 ブイフィールド
株式会社 ロゴス 株式会社 井田環境サービス 有限会社 三幸 一般社団法人 animo
宗教法人 玄武山普済寺 株式会社 永光葬儀社 株式会社  村晋興業 東京エレベーター株式会社

個人
佐宗　孝 波多野  進 中倉　眞知子 佐々木　道雄 石川　収二 杉村　奈都子 山尾　桂子 松原　穣
渡邉 藤嘉 春宮　みづほ 土屋　知子 光家　成司 渡邉　千代 清水　晴子 志村　孝子 平井　惠美子
鶴園　誠 町田　好久 田中　保敏 長谷川　和世 中里　紀男 桑原　マサイ 川本　晃生 正本　恒昌
江夏　徳佳 櫻井　百合子 花渕　好子 奥野　智恵子 吉田　共江 塙　邦子 花渕　弘 榎田　アイ子

平成26年度立川市社会福祉協議会会員・会費　自治会
ご協力いただき、ありがとうございます。 平成 26 年 6 月 1 日～ 9 月 5 日

自治会名 準会員 会員 団体 加入者数 合計金額
南栄会自治会 75 5,000
東栄会 257 30,000
第二団地自治会 151 10,000
市営江の島住宅自治会 38 7,600
喜多町会 8 81 89 42,600
ときわ会 33 3,000
多摩文化村自治会 9 9 4,500
青柳自治会 45 5,000
旭自治会 19 5,000
日の出自治会 240 5,000
錦六会 866 50,000
殿ヶ谷組自治会 75 75 41,000
東親会 7 89 96 47,400
南部自治会 358 138,600
柴四東親和会 19 206 225 111,000
砂７七夕会 15 1,500
柴富士会 74 5,000
睦会 87 87 45,000
羽衣町二丁目北町会 11 126 137 68,700
富士見町４丁目西町会 73 73 37,500
錦東和会 2 76 2 80 54,600
希望ヶ丘自治会 86 5,000
東親和会 3 88 91 45,800
富士見会 1 84 85 50,300
柴一協和会 4 139 143 77,100
羽衣町みのわ会 147 1 148 79,000
柴二東部会 38 38 22,000
富士見町二丁目自治会 1 223 224 116,800

自治会名 準会員 会員 団体 加入者数 合計金額
富一東協和会 47 47 29,500
江の島道東住宅自治会 48 48 31,000
高松町三丁目松栄会 56 56 29,500
しばさき会 2 139 141 73,600
南親会 97 97 51,500
柴二南明会 157 157 78,500
富士見住宅自治会 9 9 6,000
柴五会 44 44 22,000
高松町一丁目協力会 130 130 66,500
羽衣本町会 10 301 311 155,400
緑ヶ岡ハイツ自治会 56 56 29,500
曙町二丁目東和会 33 33 22,000
柴西会 45 196 241 117,900
曙町一丁目西町会 112 112 58,000
曙三東町会 1 188 189 101,800
錦東会 46 46 24,500
高松町松友会 2 99 101 50,100
こぶし自治会 3 3 4,000
高松町南自治会 153 153 78,000
五番組自治会 97 97 48,500
三番組自治会 1 166 167 86,700
錦町五丁目親和会 111 111 62,000
曙二南町会 110 10,000
曙一東自治会 2 37 1 40 25,000
一番組自治会 6 269 275 139,100
高松町東友会 21 144 165 78,700
親生会 86 86 48,000
羽衣町三丁目自治会 28 28 15,000

自治会名 準会員 会員 団体 加入者数 合計金額
立川柏町住宅団地
管理組合法人評議会 14 14 9,500

都営柏町第二自治会 255 5,500
羽衣会 7 161 168 86,100
曙一南自治会 31 130 161 76,800
幸町２丁目
都営アパート自治会 3 3 1,500

錦みよし会 15 226 1 242 140,300
錦和会 1 44 1 46 27,300
レガリア会 3 3 3,000
コープ西国立自治会 233 5,000
立川幸町団地自治会 22 22 11,500
柴二中和会 115 115 57,500
九番組 154 154 87,000
中砂自治会 7 39 46 21,100
曙町三丁目仲和会 7 174 181 95,100
共栄会 47 47 24,500
西砂自治会 4 4 2,000
柴一八幡会 1 81 82 45,300
富士見町五の南町会 56 56 41,500
ハイホーム立川一番町
自治会 3 1 4 6,500

柴三北町会 29 29 18,500
中里自治会 16 176 192 93,500
七番組 267 267 135,000
東羽衣会 201 201 102,000
若草会 61 5,000

受付月日 寄附金額 氏名・団体名
6月1日 10,000 青山　さおり
6月9日 5,000 匿名

6月10日 11,989 磯野　俊雄
6月10日 5,000 石井セツ子
6月11日 10,000 匿名
6月11日 500,000 Dステーション立川
6月24日 626 第2地区民生・児童委員協議会
6月25日 6,470 第3地区民生・児童委員協議会
6月26日 2,100 第4地区民生・児童委員協議会
6月26日 1,024 第5地区民生・児童委員協議会
6月27日 1,231 第6地区民生・児童委員協議会
6月29日 1,842 ライフプランナー　多摩の会

受付月日 寄附金額 氏名・団体名
6月30日 31,000 明治大学校友会　立川地域支部

7月1日 3,474 建設ユニオン多摩中央支部立川地区
7月4日 4,290 立川市シルバー大学歌唱講座Ⅱ期
7月9日 5,000 匿名

7月16日 10,673 磯野　俊雄
7月19日 5,000 匿名
7月24日 6,131 第6地区民生・児童委員協議会
7月24日 30,000 匿名
7月24日 893 第5地区民生・児童委員協議会
7月24日 1,533 第4地区民生・児童委員協議会
6月26日 3,000 立川市自治会連合会栄町支部
7月29日 50,000 立川市ダンススポーツ連盟

受付月日 寄附金額 氏名・団体名
7月29日 772 第2地区民生・児童委員協議会
7月29日 3,000 匿名

8月2日 10,000 青山　さおり
8月22日 3,728 第1地区民生・児童委員協議会
8月25日 5,000 匿名
8月26日 10,971 磯野　俊雄
8月26日 1,230 第2地区民生・児童委員協議会
8月27日 1,419 第6地区民生・児童委員協議会
8月28日 1,027 第5地区民生・児童委員協議会
8月28日 582 第4地区民生・児童委員協議会

合計：744,005円　平成26年度累計：1,287,796円

平成26年度累計  ：  9,736人　3,787,300円

成井　京華（ナルイ　キョウカ）
◆通所福祉係
（生活介護支援事業所・マンボウ）

はじめまして。
9月1日より、新たに生活介護支援事業所に配属と

なりました成井京華です。
未熟者ではありますが、今まで以上に責任感と向上

心をもって頑張りますので、ご指導よろしくお願いいたし
ます。

NEW
FACENEW
FACE

新しい職員が入職しました

前号の訂正
前号で記載の誤りがありましたので、正しい内容を下記に表記い
たします。この場を借りて、深くお詫び申し上げます。

4ページ ＞ 「言葉にかえて（寄付者名簿）」
　　誤：青山さおり　栄町　⇒正：青山さおり　幸町
　　誤：チャリティ講演舞踏まつり　八舞て会
　⇒正：チャリティ公演舞踊まつり　八舞て会
4ページ ＞「立川市社会福祉協議会団体会員一覧」
　　誤：平成25年度　⇒正：平成26年度



約20年 間、富 士 見 福 祉
作業所にピザを寄付し続けて
いるトスカーナ北口店の加来
さん。その厨房にお邪魔してお話を伺
いました。

トスカーナは、立川市に住む人なら
知らない人はいないというほど有名店
です。それほどピザのデリバリーでは
有名なお店です。富士見福祉作業
所にはもっとも大きな L サイズを3枚、
なんと毎月、寄付を続けています。
「作業所の皆さんの都合のいい日

を指定してもらって、ピザのトッピング
はこちらで自由に決めさせてもらってい
ます。皆さんが本当に喜んでくれてい
るので、こちらとしてもできるかぎり続け
たいと思っています」

気になるのが、ピザを毎月、プレゼ
ントするようになったきっかけ。なんとあ
る日、ピザ協会から、ぜひ社会貢献し
てみないかと連絡があったとか。
「まだこの店を独立して間もない頃

だったと思います。ピザを通じて人の
役に立てるのならぜひやらせてもらお
う、と。20年続けてこれた理由？ い
や、途中で辞めるなんて考えたことも
ないですよ。この店が閉じるようなこと
になったら、そのときはごめんなさいと
言って終わりにするかもしれませんね
(笑)」

● 毎月のプレゼントを20 年間続け
る
生半可な気持ちで出来ることでは

ありません。そのヒントは加来さんの
前職にありました。
「大学を出て立川の羽衣町にお店

を出したんですが、教員免許を持って
いたので、せっかくならば活かそうと思

い、実家の福岡に戻って養護学校の
教員を5年ほど勤めました。身体障害
の人、それと養護学校の目の前にあ
る病院に入院してる子らの授業をやり
ましたね。だから、何とか彼らの力にな
りたいという気持ちもあったのかもしれ
ません」

北口店は今でこそ配達専門です
が、当初はレストランでした。その名
残で、いまでも厨房と客席のレイアウ

トになっています。
「南口の本店の向達社長とは、羽

衣町に店を出した頃からの知り合い
だったんです。教員を辞めて立川に
戻ってくるときに相談したところ、独立
してお店を出さないかと。最初、レスト
ランで独立したんですけれど、ピザの
配達をやってる店なんて無かったです
ね。試しにやってみようとチラシを３万
枚印刷して配ったら、電話が鳴りやま
ないくらいに注文があってね。レストラ
ンは閉じて、配達専門にしちゃったよ」

●ピザの日
8月下旬ピザの日、知的障害のあ

る人が通っている富士見福祉作業所
にお邪魔してみました。ここには10人
程度の人が通っています。「トスカー

ナ様からは長年美味しいピザをご提供
していただき大変感謝しております。

利用者の皆さんは予定表をみて、
「○日はピザの日だね！」と何度も確
認するほどとても楽しみにしています」

利用者の皆さんも、「長い間、おい
しいピザを届けていただきありがとうご
ざいます」「私はピザの注文を毎月電
話する係です。電話に出る方はいつ
も優しくお話ししてくれるので電話をす
るのも楽しみです」とおっしゃっていま
した。

立川のピザ配達の先駆けになった
加来さん。開店以来、12月31日から
1月2日までの3日間以外は、一年間
休みなしという姿勢も多くのお客さん
に支持されてきました。その証拠がピ
ザ以外もずらりと並ぶ豊富なメニュー。
お客さんにリクエストされるとどうしても
応えてしまう加来さんの人柄がにじみ
ます。
「もともとピザだけだったのに、和

風の弁当や中華料理まで何でも作
るよ。休まずにやってこれた理由…？
最近走っていないけれど、昔はマラソ
ンをやっていたからね。その頃の筋力
がまだあるのかも。それと家族やスタッ
フの理解と協力があるからかな、やっ
ぱり」

これからも立川でがんばる人たちを、
食の面からサポートしていきたいと語
る加来さん。ピザの寄付にとどまらな
い活躍に今後も注目していきたいと思
います。

●元気の源
１．手づくり

冷 凍 食 品などを一 切 使わない
100％手づくり。そのこだわりが休みな
く走り続ける源になっているそうです。

２．チャレンジ
忙しい仕事の合間に従業員らと新

しいメニュー、新しいまかない料理に
挑戦する。それが楽しいと加来さん。

「決められた時間、決められた作業だ
けではつまらないでしょう。小さなチャレ
ンジが面白いんだよ」
３．常連のお客さん

経営者としては新しいお客さんもも
ちろん大切。しかし、昔からのお客さ
んも大切と加来さん。「届けたときの
ちょっとした会話が励みです」

（取材：坂下）

〇宅配専門　トスカーナ北口店
TEL：042-524-2828/FAX：042-524-2508
営業時間：月曜日～土曜日 11:00 ～ 14:00　17:00 ～ 23:00　　

日曜日 11：00 ～ 21:00　※合計金額 1500 円より。
URL：http://www.toscana.co.jp
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元気 人加來　和之さん

和和

使用済み切手
立川市社会福祉協議会では、市民の皆さまからいただいた使用済み切手を

換金し、市民活動の支援や地域懇談会の開催、支えあいサロン事業、市民活
動助成事業などに活用させていただいています。

●企業の皆さまにもご協力をいただいています！
今回は、多くの使用済み切手をご寄附いただいた皆さまの中から、東京都電

気工事工業組合立川地区本部立川支部の相川さんにお話しを伺いました。
使用済み切手の寄付活動を始めたきっかけは、立川地区本部長の石川さん

の発案で、日頃お世話になっている地域の方々のお役に立てればという気持ち
からだったそうです。そして、立川地区本部に加盟している83社の皆さまに呼
びかけたところ、多くの理解を得て、たくさんの使用済み切手が集まるようになり
ました。

中には「こんな少しでもいいの？」と手のひらに乗るくらいの量を受け取ります
が、加盟する83社分が集まると大きなビニール袋一杯になります。今では、立
川も含めた近隣5市に寄付活動を行っているとのことでした。

皆さんから受け取る際は「ありがとう！」と声を掛けるよう心掛けていて、皆さん
が自然と笑顔になり、とても温かい気持ちになれるとのことでした。これからも
少しずつでも皆さんの気持ちを集め、お届けしたいと笑顔でお話しいただきまし
た。

●身近なボランティア活動
使用済み切手の寄付は、福祉教育の観点から小・中学校で取り組まれて

います。その他には、紹介した事例のように社会貢献として企業や団体で取り
組まれています。

また、個人の方からも受け付けています。一人一人の量は多くなくても、大勢
の方から集まれば、立川市全体ではものすごい量になります。

寄付活動も、ボランティア活動の一つです。まずは無理なくできることから始
めてみてはいかがですか？立川市社会福祉協議会では、皆さまの活動を様々な
形で応援していきます。

使用済み切手受付場所：
①立川市総合福祉センター2階　市民活動センターたちかわ窓口

所在地：立川市富士見町2－36－47（郵送でも受付可）
②栄福祉作業所

所在地：立川市栄町5－38－4
③社協あいあいステーション

所在地：立川市曙町2-5-1 伊勢丹立川店6階ハートフルステーション内
④ 市内学習館 （柴崎学習館・西砂学習館・高松学習館・錦学習館・幸

学習館）※回収BOXを設置しています。
問 合 せ： 立川市社会福祉協議会市民活動センターたちかわ

 ☎042-529-8323／FAX：042-548-1724
	 * aiaivc@whi.m-net.ne.jp

宅配専門 トスカーナ北口店
T E L：042-524-2828
F A X：042-524-2508
営業時間：	月曜日～土曜日
	 11:00～14:00
	 17:00～23:00
	 日曜日
	 11：00～21:00
※合計金額1500円より。
URL：http://www.toscana.co.jp
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■ちいさなハープ体験（アイリッシュハープ）　
ここちよい音、ほんものの音につつまれる安らぎの時間は大切。
弾くともっと「キモチいい」音を体験しましょう。

日　時：平成26年10月　第2、4木曜日
 10:30~12:00（１人30分）

場　所：「スマイルキッチン」にて　スマイル農園（立川市幸町5-64）向い
参加費：1,500円　（ハープレンタル代含む）
申込み：エル・ソレイユやさしい時間プロジェクト（梶さん）

 ☎042-506-5481/FAX：042-593-4330

■「ホームヘルパー再チャレンジ講座」開催！！
ホームヘルパーの資格を持ってはいるけれど「実務経験のない方」、実務から離

れてしまい「再就職のきっかけ」をつかめない方、そして「家族介護」を担っている方
などを対象に、改めて介護の知識・技術を学ぶ研修を今年も開催いたします！！　

現役で働くスタッフが丁寧にアドバイスいたします。

日　時：平成26年11月29日（土）
 午前の部（10：00～12：00）
 　　講義「ヘルパーが知っておくべき介護保険の仕組みと実際」
 午後の部（13：00～16：30）
 　　演習（おむつ交換・移動・移乗・車椅子操作など）
 ※午前・午後どちらかのみのご参加も OK です！
 ※  本年度は全3回開催（本回は第２回目です）。午後の部（演習）につ

いては、その回ごとに内容を変えて開催します。
場 　 所：至誠ホーム　（立川市錦町6-28-15）
参 加 費：無料
定 　 員：12名　（先着順）　
受付締切：11月27日（木）定員に達した時点で受付を終了させていただきます。
問合せ・受付：至誠ホームヘルプステーション（吉岡さん・森さん）

   ☎042-527-0057

■至誠キートスホーム　ボランティア講座
ボランティアを始めてみたいけど、どのように始めれば良いか分からない方、是非こ

の講座に参加してみませんか。
ボランティア活動には、色々な活動があります。園芸・傾聴・歌の会・珈琲クラブ・

縫い物・散歩・居酒屋等々、きっとご自分にあった活動が見つかります。又、現在ボ
ランティア活動をして下さっている方 も々、キートス開設時の園長である大村副ホー
ム長からの楽しい有意義なお話を聞いて頂けたらと思います。

日　程：下記表のとおり（1回のみの参加も可）
時　間：各回10:00～12:00
場　所：至誠キートスホーム（立川市幸町4-14-1）
受講料：無料（定員30名）
問合せ：至誠キートスホーム（川井さん・澤田さん）　☎042-538-2323

  心配なこと、不安なこと、なんでもご相談に乗りますので、お気軽にお電
話ください。

11月5日（水）
至誠ホーム　副ホーム長　大村　洋永氏　
　講義「ボランティアに期待すること
　　～施設に和やかな風を、地域にも温かな風を～」

11月12日（水）実技演習（車椅子操作・食事介助）

11月19日（水）（認知症サポーター養成講座）
講義「認知症の理解とサポートについて」

11月26日（水）ボランティア現場体験（キートス・特養、デイホーム）

 ■防災講演会　女性と男性、双方の力で地域防災力アップ！
〜東日本大震災の教訓で変化を迫られる

要援護者、子ども、女性支援のあり方〜
東日本大震災をはじめ、過去の大規模災害では、避

難所や在宅避難生活において多くの被災者が困難に直
面しました。取り残され支援されない要援護者。体調を崩
し亡くなる高齢者たち。ストレスやアレルギーに苦しむ子
どもたち。衛生やプライバシーに加えて治安上のリスク
に曝される女性たち…。

これらの問題を解決する鍵となるのが「男女平等参画」です。今、国の防災政策
も変化してきています。

立川断層帯地震、多摩直下地震などの切迫性が叫ばれる昨今、立川市地域に
おいては過去の悲劇を二度と繰り返さないよう、女性・男性がともに知恵と力を発揮
する形で、防災対策を取組むことの重要性を学びます。

日　時：平成26年10月18日（土）　18:30開演（18:00開場）
場　所：立川市女性総合センター　アイムホール1階（立川市曙町2-36-2）
講　師：浅野　幸子氏
参加費：300円（資料代込）
定　員：160名（申込みは不要です。直接会場にお越しください。）
保　育：5人程度（要予約、1歳～学齢前、男女平等参画課へ）
情　報：手話通訳、要約筆記有
問合せ：男女平等参画課  ☎042-528-6801

■老後の備え！「任意後見制度と委任契約について」
〜これで安心！マイライフ〜 最後まで自分らしく生きるため
もし認知症になったら、財産管理は？ 入院や施設など

に入所するときは？ 一人暮らしになったら…？ 老後の不
安はいっぱいです。

自分を見つめ直し、自分らしく生きる為にはどうすればよ
いのか、ご一緒に考えてみませんか？

日　時：平成26年11月1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：伊藤　修治氏　（三多摩市民後見を考える会会員・社会保険労務士）
定　員：40名（申込み順）
参加費：無料
申込み：三多摩市民後見を考える会（川杉さん）

 TEL＆FAX：042-531-0624　携帯電話：090-7832-6506
 ※☎か FAX にて前日までにお申込みください。
 URL：http://santamakouken.jp/hp/
 ※ ホームページからもお申込みが可能です。

■みんなの展示場中村洋久絵画館からのお知らせ
①岩崎 博と仲間達の作品展

岩崎氏のガリ版画や豆本を中心に仲間達が手作り作品を持ち寄り、見て
楽しい展示会です。

日　時：平成26年10月3日（金）～26日（日）　金・土・日曜日開催
 10:00～16:00
②第3回「デジカメ大賞」作品募集！　締切り11月22日（郵送も可）

応募要件：  大きさＡ4版・四つ切版　応募点数制限なし　各賞展に応募
していない作品　合成画像不可

応募方法：作品裏面に作品名、住所、氏名、電話を記載
参 加 費：1点1,000円　（額マット貸与100円）
発表展示：12月5日（金）～21日（日）　金・土・日曜日開催

  10:00～16:00
 ※ プロ写真家等7名の審査員により、大賞、準大賞、特別賞

等設け賞状、記念品を授与します。
③デジカメ写真教室　生徒募集受付け中！

2名の写真家が講師で指導します。初心者歓迎！室内中心に理論指
導。3ヶ月1回野外指導。

日　時：月1回　毎月第四土曜日　10:00～11:30
会　費：1,000円　入会金無し

④新：絵手紙教室10月生募集（10名程度）
日　時：毎月第二木曜日　13:30～15:30
会　費：1,000円　入会金無し
応募・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）
  * h-naka77@zat.att.ne.jp

■初めての「クレイ・アニメーション」講座
クレイ・アニメーションとは、クレイ（粘土）でつくったキャラクターをデジカメでコ

マ取り撮影して、 パソコンソフトでパラパラ動画の作品をつくります。キャラクターで
なくても、丸めた粘土を、少しずつ形をかえて、アニメーションにしても楽しい作品にな
ります。

イベント・講習・講座

○市民活動センターたちかわ
ボランティア・NPO・立川のまちづくりに参加したい市民の窓口です。NPO法人や任意団体の情報発信や印刷機等の貸出し、講座や
イベントの開催など、様々な形で市民活動を応援しています。その他、団体運営、NPO法人に関するご相談を随時受けています。

　開所日	：（月）～（金）8:30～19:00／（土）8:30～17:00／日・祝祭日はお休みです

市民活動センターたちかわ通信

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:042-548-1724　

*	aiaivc@whi.m-net.ne.jp
U R L：http://www.tachikawa-shakyo.jp/skct/
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日　時：平成26年10月25日（土）、10月26日（日）
 昼の部  13:30～17:00 小学3年生以上。（保護者の方同伴でアシス

トしていただけるのであれば、小学生1年生から可）
 夜の部 18:00～21:00 中学生以上。（シニアの方も大歓迎！）

場　所：立川市子ども未来センター 102会議室・アトリエなど
 （立川市錦町3-2-26）

参加費：小学生以下100円、中学生以上300円
 作品はDVD に焼いてお渡しします。なお、粘土はお持ち帰り出来ません。
 買取り希望の方には、実費でお譲りします。

申込み・問合せ：  官製はがきに①参加希望講座名②参加希望日時③参加者氏
名④住所⑤電話番号⑥学生の場合は学年を記入の上、下記
へお申込みください。

   〒190-0022　立川市錦町3-2-26
   立川市子ども未来センター２階　協働事務室
    子どもの未来を考える会　宛
   ☎＆FAX： 042-315-1658 （羽鳥（はとり）さん）
   * kosodate_shien@zb3.so-net.ne.jp

■「ストレスをコントロールしよう！」
生活の中で生じるストレスを溜め込まないために、ストレスにつ

いて理解するとともに、そのコントロールの方法について、カウン
セリング理論や脳科学などをヒントに考えていきます。

日　時：平成26年10月31日（金）　10:00～12:00
場　所：立川市市民会館（たましん RISURU ホール）B1階

 （立川市錦町3-3-20）
講　師：坂田　雅彦氏（家族問題カウンセラー 行政書士）

 ※終了後：「家庭内の問題：無料相談会」　希望者
参加費：無料（講演会・相談会とも　要予約）
申込み：NPO法人ライブリー（内田さん）　☎042-548-4456　

■第２回砂川園福祉祭開催のお知らせ
砂川園では、地域の皆さんと交流を深めたい！！との思いで昨年に引き続き福祉祭

を開催します。

日　時：平成26年10月25日（土）　10:00～14:00
場　所：特別養護老人ホーム砂川園　園庭（立川市上砂町5-76-4）
内　容：模擬店、工作、脳トレ、フリーマーケットなど

■ワッカフェ　Ｗｉｔｈ　Ｂａｂｙ　～わらべうたベビーマッサージ～
０歳の赤ちゃん連れで楽しめる、ママ達のため

のイベント。現役ママグループ「ワッカチッタ」と
NPO法人ワーカーズコープ、立川市社会福祉協
議会の協働イベントです。

看護師の飯田めぐみ先生による、わらべうたベ
ビーマッサージで赤ちゃんと楽しく触れ合いましょう。

その後は、立川の人気店「まめ吉」のコーヒー、
「ひとひとて」の焼き菓子でみんなで楽しくカフェタ
イム♪。

日　時：平成26年11月28日（金）　10:00～12:00
場　所：立川市子ども未来センター（立川市錦町3-2-26） 
参加費：600円（カフェ代）
定　員：12名（申込み順）
持ち物：バスタオル
申込み：平成26年10月27日（月）より

  * waccacitta@gmail.com へお名前、電話番号、お子様の月齢
を記載の上お申込みください。

■「皆さんに知っていただきたい12のこと
ーフェローホームズ事例発表会2014ー」

在宅での生活をいつまでも続けたい！施設での生活はどんなものなのか知りたい！
将来高齢者介護の仕事をしてみたい！あらゆる知りたいに、応えます。

日　時：平成26年11月14日（金）　19：00～21：00
場　所：立川市女性総合センター・アイム1階ホール

 （立川市曙町2-36-2）（定員180名）
対　象：立川市民、利用者ご家族、学生
参加費：無料（予約不要）
問合せ：社会福祉法人恵比寿会（大隅さん・岩下さん）☎042-523-7601

 ※ お問い合わせの際は、「事例発表会の件」とお伝えください。

■「みんな集まれ！ー第2回フェローフォームズ秋祭りー」
昨年の大好評を受けて、今年も開催いたします！模擬店あり、バザーあり、イベン

トあり！ご家族そろってお越しください！

日　時：平成26年10月25日（土）　10：00～15：00
場　所：フェローホームズ仲間の家・森の家（立川市富士見町2-36-43）

 　※駐輪場はありますが、駐車場はありません。
内　容：  模擬店（焼きそば・トン汁・恵比寿焼き・スイートポテト・リンゴあめ・

綿あめ他）、イベント（ダンスパフォーマンス・よさこい・コーラス・ハー
プ演奏他）、バザー・地元の新鮮野菜販売

■スマイルくらぶ10周年記念行事　～思春期支援連続講座～
〜楽しく学ぼう！語りましょう。障害のある子どもの生と性〜
第1回：「どうとらえたらいい？」障害のある子どもの生と性
第2回：「どう伝えていくの？」障害のある子どもの生と性
第3回：「困っているんだけど」障害のある子どもの生と性
第4回：「Let’s try性教育」楽しく取り組んでみましょう。

日　時：平成26年10月28日（火）、11月18日（火）、12月16日（火）
 平成27年1月20日（火）計4回開催　いずれも10:00～12:00

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：日暮　かをる氏、長野　佑子氏
参加費：無料
申込み・問合せ：NPO法人こらそん （鈴木さん・大石さん）　

   ☎042-523-0818／携帯電話：090-5432-4520
	 		 * npo_korason@friend.ocn.ne.jp
   ※参加希望の方は、事前に電話かメールでお申込み下さい。

■砂川園福祉祭ｉｎフリーマーケット出店者募集
特別養護老人ホーム砂川園が主催し、昨年に続き

フリーマーケットを開催します。出店料は無料です。出
店希望の方はどしどしご応募下さい。

日　時：平成26年10月25日（土）　10:00～14:00※雨天決行
場　所：特別養護老人ホーム砂川園　園庭　（立川市上砂町5-76-4）
区　画：15区画（申込み順）
締　切：平成26年10月10日（金）
申込み：特別養護老人ホーム砂川園（石黒さん・水村さん）

 ☎042-537-3351

■キューティ・コア会員募集
身体のかたい方、ひざ・腰の痛い方にもできるエクササイズです。ストレッチ・筋

トレを中心にマットや椅子を使って行います。

○日　時：毎週水曜日　13:30～15:00　
　場　所：西砂学習館（立川市西砂町6-12-10）
○日　時：毎週金曜日　10:00～11:30
　場　所：砂川学習館（立川市砂川町1-52-7）
○日　時：毎週金曜日13:30～15:00
　場　所：西砂会館（立川市西砂町5-11-13）
参 加 費：入会金500円／月会費2,000円
申 込 み：キューティ・コア（中楯さん）　 ☎042-534-6660

■「パソコンを楽しもう」受講生募集のお知らせ
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。

市の入門講座受講者・その他初心者の方です。
パソコンが初めての方には、下記講座とは別に個別指導します。

月　　日 場所 10:00～12:00 13:30～15:30
10月2日（木）高松「エクセルで献立表」作成 言語バーの使い方・相談コーナー
10月8日（水）砂川 いまさら聞けないパソコン用語

10月16日（木）高松 ワードで「運動会のご案内」
作成10月17日（金）砂川 画像のトリミング・相談コーナー

11月6日（木）高松 エクセルで「マイカレンダー」
作成

ファイルのバックアップの方法
11月12日（水）砂川 マイ箸入れの作成・相談コーナー
11月20日（木）高松 写真やイラスト入り「年賀

状」作成11月26日（水）砂川 便利なショートカットキー使い方

定　員：各コース　16名（パソコンを持参してください。）
費　用：1回　200円　ご希望のコースを受講してください。
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（若月さん）

 ☎090-6514-0764

■ボランティア募集
在宅ホスピスケア・ボランティアさくらがボランティアを募集し、募集説明会を行

います。日中、一人暮らしの高齢者のお話し相手、ご自宅で療養されている患者さん
の見守り、お留守番、特別養護老人ホーム・グループホームでの活動などを行って
います。

日　時：平成26年11月10日（月）　13:30～16:00
場　所：立川商工会議所　会議室（立川市曙町2-38-5　12階）
問合せ：ボランティア・コーディネーター（岡田さん）　☎080-1163-5281

ひと・モノ・募集



8

校正　2014/09/24- 水

古紙配合率70%
再生紙を使用しています。

本紙の内容の一部あるいは全部を無断で複写・複製・転載することは禁じられています。 印刷：河辺印刷株式会社

社 協 案 内 図

■編集後記

社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
〒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
営業時間／月〜金 8：30〜19：00　土 8：30〜17：00
URL ： http://www.tachikawa-shakyo.jp
E-mail ： aiaics@whi.m-net.ne.jp

●立川駅北口
　⑩⑪バス乗り場より
　「富士見町2丁目」下車。
　バス停より徒歩3分
●立川駅より徒歩15分
●西立川駅より徒歩8分
●くるりんバス
　女性総合センター発
　南ルート左回り
　「総合福祉センター前」下車

しゃきょう箱しゃきょう箱しゃきょう箱しゃきょう箱

思い起こせば、あいあい通信の編集委員会に「ちょっと覗きにこない」の
一言に誘われて早14年が経ちました。

今、振返り思うことは、感謝の「ありがとう」の一言に尽きます。
取材先の皆さまからも熱い想いとパワーをもらいついつい話しに引き込まれ

てしまうことも度々・・・多くの方 と々出会えたことが私の財産です。
編集会議は、楽しかった。
3人寄れば会話も、思いつかない発想の面白さや幅広い情報、、、語りき

れないほどです。時には飲み会もあり、私にとっては、大切な場所でした。
永い間お世話になりありがとうございました。
これからは、地域に目を向けるキッカケを作ってくれた「栄町地区グッドネ

イバーをすすめる会」のボランティア活動に力を注いでいきたいと思ってい
ます。

この会は、誰もが住み慣れた地域で安心し
て暮らしたいと願って、町民の有志が平成9
年に立川市社会福祉協議会の支援を得て設
立しました。

どんな時にも「何とかなる！」といつも仲間と
一緒に支えあいながら。これからも人と人との
つながりを大切に楽しんで活動を続けます。

竹内英子

この度、編集委員として 14 年間あいあい通信を支えてくださった竹内英子さんが退任されました。

■平成26年度立川市社会福祉協議会専門相談（無料）　※本会専門相談では守秘義務を徹底しています。安心してご相談ください。

相談の種類 実施日 実施時間 相談員 概要

法律全般 毎月 第 1・3・4・5 日曜日

１３：００～１６：００

司法書士 完全予約制 1 人 45 分
法律全般 毎月　第 2 日曜日 弁護士 完全予約制 1 人 45 分

相続 毎月　第 2・4 火曜日 相続アドバイザー協議会 完全予約制 1 人 50 分
税金 偶数月　第 3 土曜日 税理士 完全予約制 1 人 45 分

年金・労働 奇数月　第 3 土曜日 社会保険労務士 完全予約制 1 人 45 分
高齢者福祉相談 偶数月　第 1 水曜日 社会福祉士・介護支援専門員 完全予約制 1 人 60 分
行政手続相談 毎月　第 3 火曜日 行政書士 完全予約制 1 人 60 分
生活設計相談 毎月　第 3 金曜日 ファイナンシャルプランナー 完全予約制 1 人 50 分

  
　  上記専門相談のお問い合わせ・ご予約は 相談場所／社協あいあいステーション（伊勢丹立川店６階ハートフルステーション内） 
 予 約 先／立川市社会福祉協議会　あいあいステーション　☎042-540-7484（10：00〜18：00）

※ 同一内容のご相談は年１回とさせていただきます。

◆編集委員大幅人数UP！らしく、益々会議が楽しみです。
	 	 （道子）
◆秋はイベント盛りだくさん！！ワイワイ頑張りまーす☆
	 	 （晶子）
◆涼しくなってみると、もう少し夏が長くても良かったなぁ
と、無いものねだりをしています。	 （共）

次回の発行は、12月1日です。

NPO法人介助派遣事業みんなの広場 
ヘルパー募集

社会福祉法人立川市社会福祉協議会 ヘルパー募集 広告掲載の募集
市内全戸配布の有効な広告媒体です。ぜひ PR にご活用く

ださい。

料 　 金:1面 20,000円（団体会員 18,000円）
 8面 15,000円（団体会員 13,000円）

申込み方法などの詳細は、下記までお問い合わせください。
問 合 せ: 立川市社会福祉協議会　総務係

☎ 042-529-8300 ／ Fax：042-529-8714

障がいを持った方の外出時の支援や日常生活の支援をする
仕事です。
勤 務 地: 立川市、昭島市周辺
 ※交通費支給（事業所規定により）
時 給:900円～1,800円
勤 務 時 間:利用者の方のご依頼に合わせての勤務となります。

先ずは、☎042（540）3223までお問合せください。
※ 面接は、立川市曙町2-32-3立川三和ビル401号にて行います。

時 給: 身体介護中心 1,680円 ・ 生活援助中心 1,260円
 （精勤手当あり 介護福祉士資格取得者＋60円）
勤 務 時 間:月曜日～土曜日　8:00～18:00
 （勤務日数、曜日、時間、勤務地は応相談）
資 格:介護職員初任者研修 修了者
問 合 せ:立川市社会福祉協議会ホームヘルプサービス
 〒190-0013立川市富士見町2-36-47
 ☎042-540-0821　担当:倉品（クラシナ）

相談の種類 実施日 実施時間 相談員 概要

成年後見 
相談 毎月 第 2 土曜日 13：00 ～

16：00
司法書士

社会福祉士
完全予約制

1人60分

成年後見に関するお問い合わせ・ご予約は   
相談場所／ 社協あいあいステーション     

（伊勢丹立川店６階ハートフルステーション内） 
予 約 先／ 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　㈪〜㈮ 8：30〜19：00　㈯ 8：30〜17：00　

相談の種類 実施日 実施時間 相談員 概要

アルコール
相談 毎月 第2・4水曜日 13：00 ～

16：00
東京立川

断酒新生会 予約不要
電話も可ふれあい

（心配事など） 毎週　木曜日 13：00 ～
16：00 民生委員

※10月16日（木）ふれあい相談は民生委員研修のためお休みさせていただきます。
相談時間内のみ電話受付も行っています。相談専用 ☎ 042-529-8426 
相談場所／立川市総合福祉センター   

アルコール相談に関するお問い合わせは    
☎ 042-529-8300　㈪〜㈮ 8：30 〜 19：00　㈯ 8 ：30 〜 17：00


