
歳末たすけあい運動にご協力ください

info@renchan.co.jp

地域の縁側～支えあいサロン～

平成27年度版カレンダー・手帳をご寄贈ください！

支えあいサロンは、高齢者や子育て中の親などの
“孤立防止”を目的として、ご近所で集まって交流す
る場です。
｢一人暮らしなので、話し相手をしてくれる人がほし

い｣｢閉じこもりがちの高齢者を外に誘いたい｣という
方が集まって、おしゃべりや茶話会などの活動をしてい
ます。ご近所の会館を使ったり、自宅を開放している
サロングループには会場費の助成を、健康体操をし
ているサロングループには、体操を教えてくれる講師
の方の講師料を助成しています。また、「体操を教え
てくれる講師がいないけれど、手本となる体操の教則
DVDがあれば、講師がいなくても活動できる。」などと
いうグループには、活動物品を購入するための費用を
助成しています。
現在（平成26年10月31日）立川市内では、高
齢者のサロンが90グループ、子育て等のサロンが
27グループ、計117グループが月1回以上のペース
で活動しています。

●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　ＦＡＸ042-548-1724

今年も皆様のご協力をお願いいたします。
●問合せ	 立川市社会福祉協議会
	 総務係　☎042-529-8300

はじめました！
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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.115

（2014年12月1日発行）
※「あいあい」は、「助けあい」「支えあい」のあいを取ってあいあいと言います。

○平成26年歳末たすけあい運動が始まります○
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、立川市
社会福祉協議会が中心となり実施しています。この運動で寄せられた募金は、東京都
共同募金会へ納入した後、翌年度に「地域福祉活動費」として配分され、本会を
はじめ地域の団体が行う、助けあい、支えあい活動に活用し、地域福祉活動を推進
していきます。

○募金期間　平成26年12月1日～12月31日○
＊	ただし、年末業務の都合により、お取扱いは12月27日（土）までとさせていただきます。

平成25年度　配分金額5,907,443円
○支えあいサロン活動の普及,助成事業
○法律相談などの専門相談事業
○	伊勢丹立川店6階　総合相談窓口（あいあいステーション）の設置、運営
○地域福祉コーディネーターの情報紙『まちねっと』の発行

歳末たすけあい運動の一環で、カレン
ダーや手帳の配布を行いながら、街頭募
金活動を行う団体があります。不要な平
成27年度（2015年）版カレンダーや
手帳がありましたら、12月26日（金）ま
でに、立川市社会福祉協議会にご寄贈
ください。

●問合せ・連絡先	 立川市社会福祉協議会　総務係
	 住所：立川市富士見町2-36-47　☎042-529-8300

立川市社会福祉協議会



BCP（事業継続計画）策定などによる速やかな事業再開を目指して

社協あいあいステーション（伊勢丹立川店6階）は、
平成27年2月16日（月）を以て閉所いたします。

BCP（Business	Continuity	Plan）とは、大規模災害や事故等の発生時に、優先業務の継続や速やかに事業が再開できるよう
に事前に取り決めておく計画のことです。
東日本大震災では、社協の建物や職員も大きな被害を受け、震災直後には、社協として支援活動を十分に行うことができない状況も

発生しました。
当会の事業は、市民生活と密接に結びついており、どの事業も日々継続する必要があります。事業継続の備えを進めることで、将来

の災害時により多くの事業を継続させ、より多くの方を支援できるよう
になります。
平成25年からBCP策定に向けた準備を始め、重要な事業・業
務の選定と目標復旧時間の決定、想定する緊急事態とその被害想定
などの検討を重ねました。検討した結果を基に平成25年1月19日に
図上訓練を行い、この訓練の中で、想定していなかった新たな課題が
見えてきました。
今年度は、見えてきた課題の対応策を検討し、BCPに反映させま

した。
このBCPを元にして、年明けには再度図上訓練を行う予定です。
日々の積み重ねにより、優先業務や災害時特有の新たな業務を円滑
にすすめていけるように努めてまいります。

あいあいステーションが誕生したのは、多摩都市モノレールが全線で開通し、立川
駅の周辺整備が進められている平成13年1月でした。介護保険制度の施行、不況
の深刻化、虐待、災害･･･立川社協としても変わりゆく地域課題に取り組むため、
業務の見直しを進めていました。
百貨店という、市内外の不特定多

数の方が来店される場所で、「身近な
ところで気軽に相談できる窓口」とし
て、また福祉作業所の自主製作品の
販売場所として、年360日間、市民と
福祉を繋ぐ役割を果たして参りました。
超高齢化、所得格差の拡大、社会

的弱者の救済、孤立化防止支援、自然災害･･･新たな地域・社会課題に向けた活動に
社協職員一丸となって取り組むべく、ここに14年に渡り皆様とともに歩み、お世話になっ
たあいあいステーションの閉所を決めました。

これまでの多大なご支援・ご協力を心より感謝申し上げるとともに、これからも社協活動への応援よろしくお願いいたします！！

つるし雛の展示
1月2日（金）～2月3日（火）最終日は17時まで
ミニ手づくり教室「あいのて」の皆さまから作品をお
借りし、つるし雛の展示を行います。
10回目となる今回は、下を七宝毬と紅白の房で揃

えました。あいあいステーションで行う最後の展示にな
ります。ぜひ、いらしてください！

法律等専門相談について
あいあいステーションの閉所に伴い、2
月16日（月）を以て、専門相談は終了し
ます。
詳細につきましては、あいあい通信2

月号にてお知らせしますので、よろしくお
願いいたします。

＜社協あいあいステーション＞	 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
	 	 	 	 	 ☎/FAX：042-540-7484（伊勢丹営業日10:00～18:00）

＜立川市社会福祉協議会　総務係＞　住所：立川市富士見町2-36-47　☎042-529-8300
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あいあいステーション

皆様との出会いに感謝しています。

平成25年1月19日に行った図上訓練の様子



ヒューマンライブラリー＠立川　～生きた本との対話～　参加者募集！！

平成27年3月28日（土）「待っています  地域の仲間と  学びのパーティー」を開催決定!!

ヒューマンライブラリーとは、障害のある方や依存症患者、あるいは
ホームレスといった、偏見や差別を受けやすい人 を々『生きている“本”（語
り部）』として貸出し、“本”と対話をすることで理解を深めるイベントです。
普段触れ合うことの出来ない当事者やその家族、あるいは支援者から直
接話を聞くことで、読者は自分の持っている固定観念に気づき、新たな視
点が得られ、お互いの多様性を認め合うことが出来ます。
2000年にデンマークで発祥した試みで、2010年には明治大学や
駒澤大学でも行われ、日本各地で広がりを見せています。既に立川市内
で当事者同士のネットワークづくりに携わり市民団体との関係基盤を持つ
「市民活動センターたちかわ」だからこそ、ヒューマンライブラリーをここ
立川で開催し、偏見や差別を受けやすい人々が「生きづらさを感じること
なく暮らせる立川」を目指します！
是非一度体験してみて下さい。アナタの思い込みのココロのバリアが
溶かされるはずです！

日 時：平成26年12月13日（土）　13:00～17:00
	 ※時間内の出入りは自由です。
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：当日会場受付（立川市総合福祉センター2階）にて
	 お申込み下さい。
	 前半の部受付開始時間　12:30～
	 後半の部受付開始時間　14:30～

参加費：無料
協 力：駒澤大学社会学科　坪井ゼミ
	 （	書籍「ココロのバリアを溶かす -ヒューマンライブラリ-事

始め」編著）

【企画概要】
15冊前後の『生きている“本”』のタイトルから、希望の“本”を受付

でリクエストしていただき、貸出し可能の場合、施設内の別の場所での
30分単位の“読書体験”を堪能して頂けます。

【貸出し手順】
①	受付にて同意書に記入し、「読者カード」を作成します。
②	自分の借りたい“本”の貸出し予約をします。
③	時間になったら“本”の待つ部屋までお越しください。
④	読書（“本”との対話）を始めてください。

この度、地域あんしんセン
ターたちかわでは、どこの家
庭でも起こりうる相続問題、
遺言などのお話を、相続トラ
ブルの解決実績をもつ実務
家の行政書士の方に、落
語風におもしろく解説をして
頂く講演会を開催致します。
皆様のご参加をお待ちしてお
ります。

「待っています地域の仲間と学びのパーティー」は、主に定年前後の男性
が地域活動に参加するきっかけの場として、立川で活動しているさまざまな団
体を紹介するパーティーです。「立川でこれからも生き生きと活動してほしい
ね」という人々が集まって、実行委員会を結成し、参加者が楽しめる企画を
検討中です。詳細については、次号2月号に掲載予定です。ぜひ、ご予定
頂きご参加ください。

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（担当：柏崎）
	 ☎042-529-8323　FAX：042-548-1724

・“本”の貸出し時間は、原則1回につき30分間です。返却時間はお
守りください。
・読書（“本”との対話）は基本的に1対1になりますが、司書（スタッフ）
が1名着きます。
※特定の“本”に予約が集中した場合ミニ講座に変更させて頂きます。

【本の種類】
約15冊の“生きている本”があなた

に読まれることを待っています。
・知的障害のある息子を育てる母
・統合失調症の娘を育てる母
・元アルコール依存症患者
・ひとり親家庭（母子家庭）の母
・元路上生活者
・中途失聴者
・視覚障害者（全盲）
・元薬物依存症患者
・引きこもり経験者
・家庭環境に問題を抱える当事者
・てんかん当事者

【全体スケジュール】
○前半の部：①13:10～13:40、②13:50～14:20
○後半の部：③14:40～15:10、④15:20～15:50
○“本”との振返り交流会：16:05～
・全体で4回の貸出しを行います。時間帯によってご用意できない“本”
がございますのでご了承ください。
・最後には“本”との振返り交流会も設けております。こちらにも是非
ご参加ください。

※�当日ボランティアスタッフも同時募集します！興味のある方は、
是非お気軽にお問合せ下さい！

【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（担当：杉本・安藤・柏﨑）
☎042-529-8323　FAX：042-548-1724

『落語で学ぶ　後見・相続・遺言』　　　
日 時：平成27年1月17日（土）
	 13：30～15：30（受付13：00～）
場 所：立川市社会福祉協議会　2階視聴覚室
講 師：行政書士　木﨑海洋	氏、税理士　小嶋公志	氏
定 員：60名※定員になり次第、受付終了させて頂きます。
申込み：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　FAX：042-529-8714
	 ※意思疎通支援が必要な方は、申込時にお知らせください。
	 　なお手配の都合上、1週間前までにお知らせください。

読書の様子
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後見・相続・遺言に関する講演会を開催します。講演会のお知らせ
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最近立川のお土産で話題に
なっている	『立川のはちみつか
りんとう』をご存知ですか？この
商品の販売に携わっているのが就労
支援事業所「柿の木カンパニー」で
す。普段、この作業所では、図面封筒
の製作、箱の組み立て、メール発送な
どの事務的なことが主な作業です。そ
の作業所で、なぜ『立川のはちみつか
りんとう』を販売することになったので
しょうか。
「柿の木カンパニー」の代表渡邉え
り子さんにお話しを伺いました。

● 柿の木カンパニーの生い立ち
柿の木カンパニーは、1989年保

健師、家族会、市民の有志が中心と
なった運営委員会により、立川市では
じめての精神障害者共同作業所とし
て誕生しました。そこから、就労支援事
業所「柿の木カンパニー」や「でくるし
こ」を運営しています。
就労継続支援B型事業所として、

「精神障害がありなかなか働けない
人や、働く意欲があり、企業就労の準
備をしたい精神障害のある方たちが、
自分なりに働けるようになることを応援
する事業を行っています。利用者の方
が病気と付き合いながら働く環境を整
える事を支援して、一般就労につなが
り、また生活リズムを安定させて自立し
た生活を送れるよう支援を行っていま
す。（利用者は現在25名）

● 『立川のはちみつかりんとう』に携
わるきっかけ

「これもご縁なんです・・」と渡邉さ
んはおっしゃいます。たまたま別の作業
所で『地域コラボレーション商品』を
展開している企業とかりんとうの包装
作業をしていると聞き、「おもしろそう！」と
その企業を紹介していただきスタートし
ました。
立川市内で採れたはちみつを特徴

としながら柿の木カンパニーでは包装
作業だけではなく、他の作業所にはな
かった地元エリアでの販売権を持ち、
商品企画や販売経路の開拓まで自ら
行っています。「それまでの作業は、部
屋の中で完結するような作業内容で
した。このような仕事もとても大切です
が、かりんとうの仕事は、地域や社会と
もつながり、売り上げなどで結果も見
えるため、利用者の方も嬉しい様子で
す。」

●	この作業所で大切にしていること
「ひとりでやる訳ではなく、グループ
でやる。そして、ひとりの力は小さいけれ
ど、みんなの力を集めれば大きなことも
できる！ということを実感していただきた
いのです。」とおっしゃる渡邉さん。

● もうひとつの支援事業所『でくるし
こ』
清掃などを中心に行う、「でくるしこ」

の仕事も、各自ができる範囲を担当し、
みんなが集まれば大きな仕事につなが
ります。

この清掃もご縁をいただいた障害
者施設で研修を受けて皆で勉強し、
ご縁のできたクリニックやホール、マ
ンションなどの清掃を担当しています。
（利用者は現在12名）

●	作業所職員の役割
作業所の利用者の方 を々陰ながら

支え、温かく見守って応援している職
員の役割や魅力を聞きました。
職員の仕事は作業所のスムーズな

運営。利用者のケア、そして就労支援
です。利用者の方がより多くの収入を
得られるようにし、成果をあげて一般就
労に繋げるには、、、と考えていった結
果、このように『立川のはちみつかりん
とう』や『清掃事業』などに拡大してい
きました。
「利用者の皆さんと一緒に悩みなが
ら、らせん階段を登るように少しずつ上
がっているような所が喜びです。この作
業所も小さな社会です。悩むことが大
変だったり嫌なことかもしれませんが、経
験をすることで人間として成長するチャ
ンス！それぞれの目標に向かって頑張っ
ている利用者の方を応援したい！」と渡
邉さんはおっしゃいます。
「この作業所を卒業して、一般就労を
した利用者さんが再び作業所に遊び
に来てくれた時は本当に嬉しいですね」

● 立川の地でのご縁
渡邉さんは「これまでの仕事に携わ

るきっかけもご縁です」と教えてください
ました。
「柿の木カンパニーの運営委員に

なったのもご縁ですし、家庭があって、
子どもがいてもご縁でお仕事ができる
環境があったのでここまでこられました。
自分だけではできなかったことも多くの
方々に支えてもらったからできたことが
沢山あります。これからもご縁を大切
にしながら、利用者の方や周りの方を
支えられるようお手伝いしていきたいで
す。」

作業所では、年末までにアルガンオ
イルやホホバオイルの瓶詰め、梱包、
販売も手掛けるという新しい仕事にも
取り組み始めました。地域とのご縁を
大切に、利用者と地域社会とをつなぐ
大切な役割の「柿の木カンパニー」、
これからも頑張っていただきたいと思い
ます。
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元気 人
柿の木カンパニー　渡邉えり子さん

縁縁

平成26年度 立川市社会福祉協議会 市民活動助成事業

「市民活動助成で広がる世界～活用事例紹介～」

「誰もが安心して楽しく幸せに
いきいきと暮らせるまち立川」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
資として、ボランティアグループ
や市民活動団体への助成を行っ
ています。
今回は、今年度に市民活動助
成を受けられた「NPO法人　I’LL
（アイル）」をご紹介します。I’LL
は、就労継続支援B型施設として、主に精神障害の方が利用され、サンド
イッチや手芸品の製造販売を行っています。
助成事業を利用して、サンドイッチの配達用自転車及び籠の購入を行う

ことで、販売のエリアが拡大し、より多くの方に利用していただけるようになっ
たとの声をいただきました。
平成27年度の助成事業の申請は、来年2月からを予定しています。市民
活動センターにご登録いただいていることが申請の条件の一つになりますの
で、申請を検討されている団体の方は、事前にご相談ください。

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

第4次「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5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。
第5回の作業部会では、基本理念や計画の体系などについて話し合わ

れ、市民に伝わりやすい計画となるにはどのような言葉を使ったら良いのかな
ど、活発に意見が出されました。
今後は、重点事業などより具体的な活動について話し合う予定となってい

ます。

※ 第4次「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
ていくための市民活動計画です。

問合せ：立川市社会福祉協議会　総務係
　　　　☎042-529-8300

「つながり」
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言葉にかえて（寄付者名簿）
平成 26 年 9月1日～ 11月6日（敬称略）

平成26年度　赤い羽根共同募金　自治会別集計一覧
ご協力いただき、ありがとうございます。 平成 26 年 9 月 6 日～ 11 月 6 日

受付月日 寄附金額 氏名・団体名
9月8日 5,000 匿名
9月8日 5,000 匿名

9月13日 200,000 社会福祉法人東京光の家
9月19日 5,000 石川孝子
9月25日 1,581 第6地区民生・児童委員協議会
9月25日 1,268 第4地区民生・児童委員協議会
9月22日 3,000,000 立川ハウス工業株式会社
9月25日 961 第5地区民生・児童委員協議会
9月29日 2,371 立川市高松学習館
9月30日 5,513 あいあいステーション募金箱
9月30日 5,202 第3地区民生・児童委員協議会
10月2日 820 第2地区民生・児童委員協議会
10月7日 9,238 磯野俊雄
10月7日 5,804 匿名
10月7日 100,000 匿名

受付月日 寄附金額 氏名・団体名
10月8日 47,636 パドマ・シャンティ

10月14日 15,800 柴崎町体育会
10月11日 10,000 青山さおり
10月19日 5,000 匿名
10月23日 20,000 匿名
10月23日 844 第6地区民生・児童委員協議会
10月23日 2,181 第4地区民生・児童委員協議会
10月24日 1,105 第1地区民生・児童委員協議会
10月27日 1,314 第5地区民生・児童委員協議会
10月27日 10,000 竹本竹一
10月28日 1,363 第2地区民生・児童委員協議会
10月31日 3,903 カフェ・キュイッソン

11月6日 3,000 エステート暮らしの相談室
11月6日 9,902 株式会社　福島屋立川店

ご加入いただき、ありがとうございます。

平成26年度 立川市社会福祉協議会団体会員・個人会員一覧
平成 26 年 9 月 6 日～ 11 月 6 日（敬称略）

団体・企業名
こじか園 NPO法人 食工房ぱる 国際ソロプチミスト立川
NPO法人 こまくさの会 社会福祉法人 すみれ会 大和興産株式会社

個人
山尾幸久 山尾美子 森川美子
加茂洋 田島尚子 高田眞由美

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 9 月 6 日～ 11 月 6 日

自治会名 準会員 会員 団体 加入者数 合計金額
上水自治会 12 12 9,500 
柏町六番組自治会 19 165 184 85,500 
羽衣町三丁目自治会（追加分） 2 2 1,000 
柴二共生会 58 58 30,500 
南砂川自治会 121 121 69,000 
富士見町五の南町会（追加分） 2 14 16 7,600 
二番組自治会 12 74 86 41,400 
幸町六丁目自治会 49 149 198 89,550 
一番組自治会（追加分） 4 4 2,000 
エステート立川一番町住宅管理組合 14 14 13,000 
けやき台団地自治会 89 89 50,000 
羽衣町第３アパート自治会 11 11 5,500 
柴中会 102 1 103 60,500 

自治会名 準会員 会員 団体 加入者数 合計金額
レクセルガーデン武蔵砂川自治会 2 2 1,500 
高松町高昇会 1 75 76 38,200 
富士見町多摩川団地自治会 20 20 12,000 
立川幸町団地自治会（追加分） 3 3 1,500 
文化村自治会 1 1 500 
富一東協和会（追加分） 1 1 500 
三番組自治会（追加分） 13 13 7,000 
都営柏町自治会 3 3 4,000 
立川一番町東団地自治会 551 551 5,000
曙町三丁目西和会 93 93 46,500
錦町五丁目親和会（追加分） 6 6 4,500

合　計 83 1,571 1 1,667 586,250

地区 自治会名 募金額
富士見 親生会 20,000 

東親会 30,900 
喜多町会 41,500 
富士見町４丁目西町会 39,000 
東親和会 41,100 
富士見町一丁目第三自治会 15,000 
富一東協和会 36,900 
富士見町多摩川団地自治会 24,000 
富士見町住宅自治会 5,100 
富士見会 46,400 
富士見町二丁目自治会 78,680 
立桜会 29,100 
レガリア会 7,000 

柴崎 都営柴六自治会 5,000 
柴五会 22,800 
柴西会 94,500 
柴二南明会 46,500 
柴二中和会 5,000 
柴富士会 10,000 
柴四東親和会 106,500 
柴一協和会 97,450 
南親会 43,050 
しばざき会 49,700 
柴一八幡会 45,200 

錦 錦みよし会 20,000 
錦和会 25,800 
錦東和会 5,000 
錦東会 56,600 
錦町五丁目親和会 74,750 

羽衣 羽衣町みのわ会 104,700 
東羽衣会 30,000 
羽衣町住宅管理組合自治会 19,200 
羽衣町１丁目第２アパート自治会 25,700 
羽衣町二丁目北町会 84,600 
羽衣本町会 164,400 
羽衣会 89,250 
羽衣町三丁目自治会 34,200 

曙 曙三東町会 30,000 
ベルシャトウ立川自治会 5,000 
曙二北町会 9,700 

地区 自治会名 募金額
曙 曙町三丁目アパート自治会 29,000 

曙一南自治会 66,200 
曙一東自治会 24,800 
曙町二丁目東和会 37,500 
曙町三丁目西和会 15,000 
曙二南町会 34,000 

高松 高松町松友会 5,000 
高松町一丁目協力会 95,500 
高松町東友会 72,300 
高松町三丁目松栄会 25,070 
高松会自治会 29,100 
共栄会 31,300 
高松町南自治会 67,100 
高松町仲和会 30,000 

栄 東栄会自治会 5,000 
市営江の島住宅自治会 7,600 
南栄会自治会 5,000 
日の出自治会 20,000 
第二団地自治会 15,000 
睦会自治会 5,000 
都営栄町５丁目アパート自治会 5,000 
南部自治会 80,900 
プライムガーデン国立自治会 2,500 
江の島道東住宅自治会 35,600 
江の島自治会 5,000 
南砂川自治会 20,000 
中砂自治会 22,601 

若葉 けやき台団地自治会 5,000 
ときわ会 3,000 
太陽会 5,000 
はなみずき会 3,000 
東会 3,000 
旭自治会 1,900 

幸 すずかけ第３自治会 5,000 
都営立川幸町２丁目第６アパート自治会 1,000 
都営幸町第四自治会 3,900 
親幸自治会 10,000 
幸町２丁目都営アパート自治会 10,400 
幸町六丁目自治会 25,000 
西けやき台団地自治会 20,000 

地区 自治会名 募金額
幸 文化村自治会 9,500 

九番組自治会 82,100 
柏 トミンハイム立川泉町自治会 10,000 

新青柳会 6,000 
上水ニュータウン自治会 5,644 
青柳自治会 5,000 
七番組自治会 36,000 
砂７七夕会 1,500 
都営柏町第二自治会 10,000 
こぶし自治会 11,500 
若杉会 3,500 
玉川上水さかえ野自治会 10,000 
都営柏町自治会 7,800 
あざみ苑自治会 5,000 
五番組自治会 15,000 
西部住宅自治会 13,700 
柏町六番組自治会 47,180 
立川柏町住宅団地管理組合法人評議会 60,900 
みどり自治会 5,000 

砂川 一番組自治会 10,000 
昭和の森町会 10,000 
二番組自治会 10,000 
四番組自治会 3,000 
ハイホーム立川参番館自治会 5,000 
三番組自治会 20,000 
ハイホーム立川一番町自治会 3,600 

西砂 殿ヶ谷組自治会 10,000 
希望ヶ丘自治会 5,000 
中里自治会 20,000 
レクセルガーデン武蔵砂川自治会 1,000 
立川一番町東団地自治会 10,000 

自治会総合計 3,059,475 

総額  ：  3,479,806円

寄付者名 募金額
一般 立川市役所職員 91,765

立川市社会福祉協議会職員 16,831
立川市役所募金箱 660
あいあいステーション募金箱 1,030

総合計 110,286
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■シビルフェスティバル

●リサイクルバザー
　日 時：平成26年12月6日（土）、7日（日）　10:00~15:00
●展示
　日 時：平成26年12月6日（土）、7日（日）　10:00~16:00
●ステージ発表
　日 時：平成26年12月7日（日）　13:00~15:00
　　　　　（ロシア民謡、紙芝居、歌唱、三線ほか）
いずれも
　場 所：シビル（立川市柴崎町3-10-4）
　参加費：無料
　問合せ：一般社団法人シビル（河野（こうの）さん）

 　☎＆FAX：042-524-9014

■育てたい自分を大切におもうこころ〜自己肯定感を高める誕生学講座〜

つい子どもを責めてしまう…と嘆くパパやママ、これからママになる方、なりた
い方。「誕生学アドバイザー」の青木千景さんをお迎えして、自己肯定感を高
める誕生学講座を開催します。この機会に、わが子が、自分が誕生した奇跡を
ふり返ってみませんか？
青木千景さんは、いのちの語り部として、保育園・小中学校・高校・行政

などで講演。年間190本の講座を開催。講演依頼は全国におよび、日本中を
駆け巡る日々。著書「愛をうけとった日」はテレビ番組で紹介されました。

日 時：平成26年12月13日（土）　14:00～16:00
場 所：立川市子ども未来センター202会議室（立川市錦町3-2-26）
参加費：1,300円
定 員：24名（先着順）保育なし。

 12月7日（日）までにメールにてお申込みください。
申込み・問合せ：ナチュラ（久保さん）

 　　　　* oyagyo.at.tachikawa@gmail.com

■ウィンターバザー

児童養護施設並びに、障害者就労継続
支援事業所の活動について、地域の皆
様にご理解いただく機会とします。
子ども達の自立支援や、大学進学の
資金造成並びに、障害者就労継続支
援事業所の施設改修資金造成のため行
います。
模擬店、物品販売（衣料品、食料品、日用品、雑貨など）、福引、子どもゲー

ムコーナー、喫茶店など

日 時：平成26年12月7日（日）　10:00~14:00
場 所：至誠学園　園庭（立川市錦町6-26-15）
参加費：無料※雨天決行、駐車場はありません。
問合せ：至誠学園（櫻井さん）　☎042-524-2601

■特定秘密保護法を勉強しましよう！

12月10日より特定秘密保護法が施行されま
す。秘密をつくる法律がなぜ必要なのか勉強しま
す。この法律が国会成立後、武器輸出3原則
の解禁、集団的自衛権の憲法解釈変更、教育
基本法の見直しなど矢継ぎ早に政府の政策がす
すめられてきました。なぜこんなに急ぐのかと疑問
が湧きませんか。この法律を解り易く憲法に照らしてなぜを解説します。市民の
皆さん！是非ご参加ください。ご連絡をお待ちします。

私達の会は法律を正しく理解し、正しい判断をするために「錦法律を知る会」
を立ち上げました。この講座は今回で7回を迎え、最後の講座となります。奮っ
てご参加ください。

日 時：平成27年1月14日（水）　10:00～12:00
場 所：立川市西砂学習館　第2教室（立川市西砂町6-12-10）
参加費：300円（資料代）
定 員：20名
申込・問合せ：錦法律を知る会（馬場さん）

 　　　☎080-5474-0459
 　　　* ryuu_baba@yahoo.co.jp

■みんなの展示場中村洋久絵画館からのお知らせ

①第3回「デジンメ大賞展」
10月～11月中旬までの応募期間に応募されたA4版及び四つ切版のデ

ジカメ写真をプロ写真家等7名による審査。大賞、準大賞や特別賞など含
み全写真を展示。

日 時：平成26年12月5日（金）～21日（日）金・土・日開催
 　10:00～16:00
②NPO法人「なかよし会アート展」
今回は第4回を迎え18歳未満の障害を抱える方々が思い思いの発想で、

個性のある色付けするなど自由に描いた作品展です。
日 時：平成27年1月9日（金）～30日（金）金・土・日祝日開催

 　10:00～16:00
③水彩スケッチ生　募集
新しい年を迎え、自ら挑戦目標を設け、習いものをしてみませんか。旅行先

で、ちょっとスケッチ出来るように初歩から丁寧にお教えします。初心者大歓
迎！野外中心です。健康増進にも繋がります。

日 時：毎月継続　第二、第三土曜日　10:00～12:00
会 費：2回で2,000円　入会金無し　申込み者に詳細文書通知
講 師： 市谷富治　当スケッチ教室平成18年から講師、30年スケッチ

実践、スケッチ大賞審査員等
④和紙ちぎり絵　生徒募集（定員6名申込み順）
指先を使い、脳の活性化等健康にも良いです。そして作品も出来、喜び

は倍加します。
日 時：  毎月継続、第二火曜日13:30～15:30休んだ場合、無料補習

教室も設けます。
会 費：1,500円　入会金無し　申込み者に詳細文書通知
講 師：  山村光子　和紙ちぎり絵しゅんこう講師、カルチャー教室講師

多数、個展やグループ展

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

■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。

★第9回
　日 時：平成27年2月21日（土）　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）
★第10回
　日 時：平成27年3月21日（土）　13:30～15:30
　場 所：立川市女性総合センター・アイム5階　第3学習室
　　　　　（立川市曙町2-36-2）

イベント・講習・講座

○市民活動センターたちかわは…
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 法人の設立など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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いずれも
　参加費：無料
　申込み：下記へメールにてお申込みください。

 　* 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

■ワッカフェ withBaby 〜ハープの音色で音育〜

赤ちゃん連れで楽しめる、ママ達のためのイベント。
主催は、現役ママグループ「ワッカチッタ」。
心地よいハープ演奏と「聞く力」をのばす音育のお話

し。曲目は、キラキラ星変奏曲・空想の船（ロバの音
楽座）・ケルトの民謡。
玉川上水のコーヒー店「まめ吉」さんのコーヒー（授乳中でも安心のカフェイ

ンレス）と、国分寺のパティスリー「いちりん」さんの焼き菓子でカフェタイムも
あります。

日 時：平成27年1月23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）
対 象：0歳児とその母親
講 師：梶伸子さん（エル・ソレイユ主宰）
申込み：平成26年12月27日（土）9:00より
　　　　* waccacitta@gmail.comへお名前、電話番号、住所、
　　　　お子様の月齢を記載の上お申込みください。
問合せ：子ども未来センター子育て支援事務室　☎042-529-8664

■第7回マーガレットサロン至誠ホーム講演会

　“オーロラファンタジー紀行”

～一生に一度は見たいオーロラ、その魅力とオーロラの舞う極北の地～

日 時：平成27年1月9日（金）　14:00～16:00
場 所：至誠ホーム　センター2階（立川市錦町6-28-15）
参加費：無料
講 師：門脇久芳氏（日本写真家協会会員）
申込み・問合せ：至誠ホーム（佐藤さん、寺澤さん）

 　　　　☎042-527-0035／FAX042-527-2646

■「陶芸に挑戦し、マイ小鉢を作ろう！」

講師指導の下、粘土の成形までを行い、小鉢を作
成していきます。うわぐすりは参加者に4色の中から選
んで頂き、後日講師が薬がけ・焼き上げをして完成さ
せます。完成作品は後日連絡を入れますので、キート
スホームまで受取りにお越し下さい。

日 時：平成27年1月18日（日）　9:30～12:00

場 所：至誠キートスホーム（立川市幸町4-14-1）
対象者：一般市民の方で陶芸経験のない方
参加費：200円（粘土代）※当日受付にて徴収
持ち物：エプロン、古タオル2枚、ビニール袋1枚
定 員：10名（先着順）
締切り：1月15日（木）
申込み：至誠キートスホーム（中川さん）

 （講座名、名前、住所、電話番号をお伝えください）
 ☎042-538-2323／FAX:042-538-2324

■小学生のみんな集まれ!

　かっぱの寺子屋クリスマスイベント全3弾!

第1弾　オリジナルキャンドルと松ぼっくりツリーを
　　　　つくろう。
第2弾　 可愛いトナカイさんのカップケーキにデコレー

ションをして、みんなでクリスマス・パーティー
を開こう。（サプライズもあるよ）

第3弾　 漫画家内田かずひろ先生と一緒に君だけの
絵本をつくろう。

日 時：第1弾　平成26年12月13日（土）　14:00～15:00
 第2弾　平成26年12月20日（土）　14:00～16:00
 第3弾　平成26年12月21日（日）　14:00～16:00

場 所：第1弾　立川市子ども未来センター201会議室
 　　　　（立川市錦町3-2-26）
 第2弾　たましんRISURUホール3階ギャラリー
 　　　　（立川市錦町3-3-20）
 第3弾　立川市子ども未来センター102会議室
 　　　　（立川市錦町3-2-26）

参加費：第1弾　無料／第2弾　500円（材料代）
 第3弾　300円（材料代）

対象者：小学生
定 員：各回30名（完全予約制。定員になり次第締切り）
申込み：子どもの未来を考える会（羽鳥さん）

 ☎＆FAX：042-315-1658
 E-mail:kosodate_shien@zb3.so-net.ne.jp

■十文字自彊術体験クラス参加者募集

十文字自彊術は、大正時代に日本で生まれた、あらゆる人のための体操です。
道具はバスタオル1枚だけ。31動作で全身運動ができます。この機会に健

康の貯金を始めましょう。

日 時：平成27年1月16日（金）～3月20日（金）までの毎週金曜日
 13:30～14:30の全10回

場 所：たまがわ・みらいパーク　レインボーホール
 （立川市富士見町6-46-1）

受講料：無料（定員20名）　小さなお子さん連れでもOKです。
問合せ：十文字自彊術たまみら会（谷さん）　☎042-536-0304

■麻雀ボランティア募集

利用者さんと楽しく麻雀をしていただける方

日 時：土、日曜日　13:30～　15:30～
場 所：至誠特養2階（立川市錦町6-28-15）
募集人数：1～2名　回数は応相談
問 合 せ：至誠学舎立川　至誠ホーム（寺澤さん、加藤さん）

 　☎042-527-0035

■スキップママメンバー募集

子育て中（未就園児）のママが、子どもを預けて調理実習や体操などで自分
のために時間を使う活動を行っています。

日 時：毎月第1火曜日（4月、9月、1月は第2火曜日）　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）
費 用：500円（半年分）と実費
保 育：若干名（1歳以上。おやつ代1回50円）
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

■キューティ・コア会員募集

身体のかたい方や膝・腰の痛い方にお勧めです。ストレッチ・筋トレ・有酸
素運動を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

ひと・モノ・募集
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■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

立川社協あいあいラジオ放送予定表
7月から放送の始まった「立川社協あいあいラジオ」ですが、既に放送 20回を突破しました。
今回 12月以降の放送予定内容をお知らせします。ご興味のある内容でしたら、是非ラジオのダイヤルを「エフエムたちかわ」に合わせてください！

放送日時：毎週月曜　10:50～10:59　　放送局：エフエムたちかわ（84.4fm）　

◆歴代の元気人を見たら、色々な想いが蘇りました！沢山の出会いに感謝
です（o^^o）	 （晶）

◆早くも忘年会の季節。「今年の目標」を決めないままに、今年が終わり
そうです。	 （共）

◆長ーく住んでいても、まだまだ地元の知らない事が沢山ありました。目
先を変えると見えますね。	 （道）

◆初めての市民委員、分からないことだらけですが、がんばりますのでよ
ろしくお願いいたします。	 （理）

◆自治会、PTA、青少健などで栄町・高松町を中心に活動しております。
少しでも役立てればと思います。	 （梅）

◆いろんな方との出会いや情報をいただいて、学ばせていただきながらお
役にたてるようにがんばります。	 （伸）

次回の発行は、2月1日です。

平成27年度に採用する職員の
採用試験を行います。

来て！みて！感じて！つながろう！
平成26年度立川市障害者週間

手作りみそ材料専門店

北島こうじ店
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

日程・募集区分・採用予定人員及び受験資格等は、
12月中旬にHPや窓口で掲示をさせていただく予定です。

○ 問 合 せ: 立川市社会福祉協議会　総務係
 ☎042-529-8300

東京都立川市錦町1-4-28
☎042-524-3190

http://www13.plala.or.jp/komekoujiya/index.html

平成26年12月3日（水）～9日（火）
メイン会場: 立川市役所1F
内 容: 小学生の絵の展示／最新の福祉機器や障害者

施設等の活動紹介／体験コーナー／ピアカウン
セラーによる相談など

問 合 せ:立川市障害福祉課　☎042-523-2111
●自立生活センター・立川 福祉ホットライン　☎042-526-1418

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（旧ヘルパー2級）
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
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

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

年末年始の社会福祉協議会の開所日をお知らせします。
■社会福祉協議会（総合福祉センター内）

開所日：年内　平成26年12月27日（土）まで
　　　　年始　平成27年1月5日（月）から
　　　　（ 平成26年12月28日から平成27年1月4日までは休みにな

ります）
■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）

開所日：年内　平成26年12月31日（水）まで
　　　　年始　平成27年1月2日（金）から
　　　　（平成27年1月1日（木）は休みになります）

今号のあいあい通信はいかがでしたか。ここで紹介している立川市社
会福祉協議会の活動はほんの一部ですが、これらの地域福祉を推進する
活動を支えているのは、市民や団体などの皆さまからお預かりした大切
な寄附金などです。
立川社協の募金箱をお店や会社などに常時設置していただける事業所

を募集しています。ご協力をお願いいたします。
寄附などに関するお問い合わせは下記まで。
　◆問合せ　総務係　☎042-529-8300

貸付には要件がございます。
また、担当者不在の場合もありますので事前に下記までご連絡をお願

いいたします。
　◆総務係　☎042-529-8300

年末年始の立川市社会福祉協議会の開所日程について 相談窓口

募金箱設置のご協力

受験生チャレンジ支援貸付事業と教育支援資金の
ご活用を検討されている方へ

12
月

1日 障害者週間について
8日 ①生活介護支援事業所について②ヒューマンライブラリーについて

15日 福祉施設交流連絡会について
22日 地域福祉権利擁護事業を利用して安心して生活を維持していく
29日 生活支援員の役割について

１
月

5日 社協として大事にしているもの
12日 地域包括ケアについて
19日 地域福祉コーディネーターについて
26日 支えあいサロン制度について

２
月

2日 障がいのある人もない人も暮らしやすい立川を考える会地域懇談会について
9日 待っています  地域の仲間と  学びのパーティー

16日 学校介助員事業について
23日 たちかわ入居支援福祉制度について

３
月

2日 成年後見制度について
9日 成年後見制度の市民後見人の養成

16日 特定指定相談について
23日 総合福祉センターについて（花壇・清掃）
30日 27年度に向けて


