
地域福祉コーディネーターが市内全地区に配置されました

市民のための小さな特養
フェローホームズ高松の家

（定員28名）

詳細は
社福）恵比寿会法人
本部にお問い合わせ
ください。

詳細は
社福）恵比寿会法人
本部にお問い合わせ
ください。

立川市高松町合同庁舎斜向い

☎523-7601☎523-7601

平成27年9月事業開始

●問合せ
立川市社会福祉協議会地域づくり係（係長：枝村珠衣）
☎042-540-0200　FAX:042-529-8714
* edatamae@blu.m-net.ne.jp

●各町の地域福祉コーディネーター連絡先●
【富士見町・柴崎町】

川村　まな美 ☎042-540-0205　FAX:042-529-8714
 * dai1chiku@jcom.zaq.ne.jp
 所在地:富士見町2-36-47
  南部西ふじみ地域包括支援センター内

【錦町・羽衣町】
早川　郁子 ☎042-519-3001　FAX:042-519-3003

 * dainichiku@soleil.ocn.ne.jp
 所在地:羽衣町1-12-18
  南部東はごろも地域包括支援センター内

【曙町・高松町・緑町】
岡部　由美 ☎042-540-0210　FAX:042-529-8714

 * dai3chiku@jcom.zaq.ne.jp
 所在地:高松町2-27-27
  中部たかまつ地域包括支援センター内

【栄町・若葉町】
柳澤　実 ☎042-537-7147　FAX:042-537-7157

 * sakaewakaba@room.ocn.ne.jp
 所在地:若葉町3-45-2
  北部東わかば地域包括支援センター内

【砂川町・柏町・幸町・泉町】
安藤　徹 ☎042-534-9616　FAX:042-534-9617

	 * dai5chiku@sweet.ocn.ne.jp
 所在地:幸町4-14-1
  北部中さいわい地域包括支援センター内

【上砂町・一番町・西砂町】
柏﨑　琴衣 ☎042-534-9501　FAX:042-534-9502

	 * dai6chiku@sweet.ocn.ne.jp
 所在地:上砂町5-76-4
  北部西かみすな地域包括支援センター内

　社会福祉協議会は、地域の住民や関係機関・
団体を会員とし、「地域福祉の推進」を目的とする社
会福祉法人です。会費は、地域福祉活動を進めて
いく上で最も重要な財源となっております。一人でも
多くの方にご協力いただきたくお願い申し上げます。

○個人会員……500円
 →主に個人が趣旨に賛同
○団体会員……一口　5,000円 
 →主に団体、施設、企業が趣旨に賛同
※問合せは、
立川市社会福祉協議会　地域総務課まで

☎ 042-529-8300
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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.117

（2015年5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。

●地域福祉コーディネーターとは
住民のみなさんと一緒に地域福祉活動をすすめる社会福祉協議

会の職員です。
立川市と社会福祉協議会が協働し、市内6ヵ所の生活圏域に 

1名ずつ配置されています。「孤立のないまち」「住民が心配ごとの
解決に参加できるまち」をめざして活動をすすめます。
※生活圏域とは… 民生・児童委員や地域包括支援センター、子ど

も支援ネットワークの地域割です

●例えばこんな時、お声かけください
『子育てママ同士集まれる場所があったらいいな』
『歩いて行けるところで体操がしたい』

 ･･･>グループを紹介します
 　　　新しいグループを立ち上げる応援もします
『ちょっとした時間を使ってボランティアしたい』

 ･･･> お手伝いを必要としている人や活動をご紹介します
『不安なことがあるけれど誰に相談したらいいのか分からない』

 ･･･>必要なサービスや機関を一緒に探します
などなどお気軽にお寄せください

「 会 員 加 入 の お 願 い 」 
立川市社会福祉協議会

※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



平成27年度　立川市社会福祉協議会　事務局体制

立川市くらし・しごとサポートセンター開設しました!!
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地域活動推進係
○総務担当
 ☎ 042-529-8300　FAX.042-529-8714
 * aiaics@whi.m-net.ne.jp
 ・ 法人運営、人事、給与、会計、広報、専門相談、収益事業、

募金事業など
○市民活動センター担当（市民活動センターたちかわ）
 ☎ 042-529-8323　FAX.042-529-8714
 * aiaivc@whi.m-net.ne.jp
 ・ ボランティア・市民活動支援、市民学習・福祉教育支援など
自立生活支援係
○立川市くらし・しごとサポートセンター
 ☎ 042-503-4308　FAX.042-529-8714
 * kurasapo@jcom.zaq.ne.jp
 ・ 生活福祉資金等および受験生チャレンジ支援の貸付、住居確保 

給付金、生活困窮者自立相談支援・就労相談支援など
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地域包括支援係
○地域包括支援センター
 ☎ 042-540-0311　FAX.042-548-1747
 * tck-syak@m-net.ne.jp
 ・ 総合相談支援、権利擁護、介護予防、ケアマネジメント支援、

地域包括ケアの推進など
○居宅介護支援事業所
 ☎ 042-523-9309　FAX：042-548-1747
 * tck-syak@m-net.ne.jp
 ・ 介護保険の居宅サービス計画（ケアプラン）等の作成など
地域づくり係
○地域福祉コーディネーター
 ※ 地域づくり係（地域福祉コーディネーター）の連絡先につい

ては、1 面をご覧ください。
 1 地区（富士見・柴崎町地域担当） 2 地区（錦・羽衣町地域担当）
 3 地区（曙・高松・緑地域担当） 4 地区（栄・若葉町地域担当）
 5 地区（砂川・柏・幸・泉町地域担当） 6 地区（上砂・一番・西砂町地域担当）
 ・ 地域でのネットワーク活動、地域懇談会、住民の福祉活動支援 

など
地域あんしんセンター係
○地域あんしんセンターたちかわ
 ☎ 042-529-8319　FAX.042-526-6081
 * antachi@blu.m-net.ne.jp 
 ・ 日常生活自立支援事業、成年後見制度利用支援、法人後見など
○障害者虐待防止センター
 ☎ 042-524-8774（虐待防止専用ダイヤル）
 ・ 関係機関と連携した運営による、市民の権利を擁護・虐待の防

止など
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在宅サービス係
○ホームヘルプサービス
 ☎ 042-540-0821　FAX.042-548-1724
 * aiaihh@whi.m-net.ne.jp
 ・ 高齢者および障害者のホームヘルプサービス、小中学校に通

う身体障害児の学校介助員派遣事業の実施など
○デイサービスセンター
 ☎ 042-529-8396　FAX.042-548-1724
 * aiaiday@whi.m-net.ne.jp
 ・ 高齢者のデイサービス事業の実施など
○障害者相談支援事業所
 ☎ 042-540-0822　FAX.042-548-1724 
 ・ 障害者の相談を受けて、サービス等利用計画の作成や、関係機

関との連携のもと障害福祉サービスの充実に寄与する活動など
○入浴サービス（機械浴）
 ☎ 042-529-8396　FAX.042-548-1724 
 ・ 高齢者・身体障害者で、ご家庭などでの入浴が困難な方への入

浴サービスなど
障害福祉係
○障害福祉係
 ☎ 042-529-8638　FAX.042-548-1724 
○就労支援事業所（就労継続支援 B型）
 栄福祉作業所
 立川市栄町 5-38-4　☎ &FAX.042-536-0549
 * aiai-s@whi.m-net.ne.jp
 富士見福祉作業所
 立川市富士見町 1-2-24　☎ &FAX.042-522-6950
 * aiai-f@whi.m-net.ne.jp
 Café はぁもにぃ♪
 立川市泉町 1156-9 立川市役所 1F  
 ・ 就労支援事業所＝障害者総合支援法に基づく障害福祉サービ

ス。企業就労が困難な心身障害者に対し、授産作業等を通し
た自立生活の支援など

○生活介護支援事業所
 立川市富士見町 2-36-47　立川市総合福祉センター内
 マンボウ ☎ 042-529-8342　* aiaisds@whi.m-net.ne.jp
 コスモス ☎ 042-529-8353　* aiaicds@whi.m-net.ne.jp
 ・ 地域において就労の機会等が得がたい在宅重度障害者が通所し、

機能訓練、文化的活動、日常生活訓練等を行うことによる自立
生活の支援など

○総合福祉センター学童保育所
 立川市富士見町 2-36-47　立川市総合福祉センター内
 ☎ &FAX.042-595-9122　* aiai-gakudo@vesta.ocn.ne.jp
 ・ 保護者の就労等により、放課後の保育を必要とし、かつ福祉

的な支援を必要とする児童の学童保育所

　会員のみなさんをはじめ、自治会、民生委員・児童委員、福祉施設・団体､ ボランティア、企業、行政機関などの方々で ､理事会､評議員会等
を組織しているとともに、市民活動センターたちかわや地域あんしんセンターたちかわの運営、広報等に関する専門分野の委員会も組織されています。
なお、事務局は、平成27年度より、現在3課7係となりました。

　立川市社会福祉協議会は立川市からの委託を受け、生活での悩み、仕事のことなどでお困りの方に寄り添い、一緒に考えるセンターを開設し
ました。
　状況に応じて、適切な窓口をご案内したり、一人ひとりにあわせた相談・援助を行い、自立に向けた支援を行います。
　一人で悩まずに、まずはご相談ください。

開所時間 月曜日～金曜日　8:30～17:15
休 館 日 土曜・日曜・祝日・年末年始

  ☎042-503-4308　FAX：042-529-8714
  * kurasapo@jcom.zaq.ne.jp

※ 生活福祉資金、受験生チャレンジ支援等の受付時間は、立川市くらし・しごと
サポートセンターで行うため、受付時間が変更になりました。

このような時は、ぜひご相談ください
■生活やお金のこと

・収入が少なくて生活が不安
・病気で一時的に困っている
・子どもの教育費が心配

■しごとのこと
・なんとか働きたい
・何から始めればよいかわからない
・生活のリズム、習慣を整えたい

■住まいのこと
・就職活動はしているが、家賃が心配
・相談できる人がいない
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平成27年度 事業計画

事業計画策定にあたって
現在の日本社会は、雇用の改善や株価の上昇などにより、景気や経済に明るい兆しがみられるようになってきましたが、2008年のリーマンショック以

降、生活困窮者の増大や子どもの貧困など所得格差の広がりが進んでいる現状がうかがえます。また、人口の減少や少子高齢化に歯止めがかからず、
団塊の世代が全員後期高齢者となる2025年以降への対応や高齢化に伴う認知症高齢者の増加、核家族化や近隣関係の希薄化などによる、世代
を問わない孤立や引きこもり、虐待などが大きな社会問題となっています。こうした中、介護保険制度の見直しや生活困窮者自立支援法の制定など、限
られた財源により、持続可能な社会保障制度を維持していくことが喫緊の課題となっています。

このような中、平成27年度は、平成26年度に市民委員や関係機関の協力により策定された第4次「立川あいあいプラン21」を、地域住民の皆さ
まや立川市と連携を図りながら推進してまいります。同プランでは、「誰もが　ふつうに　くらせる　しあわせなまち立川」の実現を基本理念に、「安全で、
安心できるまち」、「居場所や出番があって、気軽に参加したくなるまち」、「誰もが尊重しあえるまち」、「夢や希望をもって暮らせるまち」、の4つを目指す
まちとし、「学びあい」、「気づきあい」、「つながりあい」、「支えあい」をキーワードに目標を定め、各種プランを掲げています。とりわけ、市民の皆さまや関
係機関からの評価が高かった地域福祉コーディネーターの全生活圏域への配置や、介護保険法の改正による、新しい介護予防・日常生活支援総合事
業や地域包括ケアを推進するための生活支援コーディネーターの配置、認知症高齢者など判断能力の低下した市民を支え、市民参画による権利擁護
を推進していくための市民後見人の養成、離職や住宅の喪失などにより生活に困窮をきたす市民へ寄り添いながら支援する、生活困窮者の自立支援相
談窓口の設置、運営などに重点をおき、事務局組織も9年ぶりに改正し、基本理念の達成や地域福祉の推進を果たしてまいります。

市民並びに関係機関の皆さまのより一層のご理解ご支援をよろしくお願いいたします。

「誰もが　ふつうに　くらせる　しあわせなまち立川」

■平成27年度の重点推進事項
１、第4次「立川あいあいプラン21」の推進

○ 平成25年度から26年度の2年間にかけて、立川市自治会連合会、
立川市民生委員・児童委員協議会、ボランティア・ＮＰＯ法人などか
ら選出された20名の策定委員により検討され、「誰もが　ふつうに　
くらせる　しあわせなまち立川」の実現を理念とした、平成27年度か
ら31年度までの5カ年計画である、地域福祉市民活動計画第4次
「立川あいあいプラン21」を、市民参加と立川市との連携により推
進してまいります。

２、地域福祉コーディネーター配置による住民福祉活動の推進
○ 地区民生委員・児童委員協議会や地域包括支援センターの活動エ

リアである6生活圏域全地区に地域福祉コーディネーターを配置し
て、関係機関と連携・協働しながら、住民主体による学びの促進や
つながりあい、支えあいなどの住民福祉活動を推進してまいります。

３、地域包括ケアの推進
○ 社会の高齢化が進む2025年以降への対応に備えて、本会内の基

幹地域包括支援センターに「生活支援コーディネーター」を配置して、
関係機関と連携しながら、介護予防・生活支援サービスなどの充実

などを図り、医療、介護、住居、予防活動、生活支援などが身近な地
域で一体的に提供される地域包括ケアを推進し、誰もが住みなれた
地域で継続して暮らせるまちづくりを進めます。

４、市民参画による権利擁護の推進
〇 認知症高齢者など、判断能力の低下した方が増加する中、成年後見

制度の担い手となる後見人が不足しています。身近な地域住民が、
判断能力の低下した市民に寄り添い、本人の福祉サービスの利用や
契約行為などを代理することによって、安心した生活を送れるよう、市
民後見人を養成し、市民参画による権利擁護を推進してまいります。
なお、養成した市民後見人が成年後見人に就任した際には、本会が
その後見監督人を担ってまいります。

５、生活困窮者対策の充実
○ 2008年のリーマンショック以降、離職や住宅の喪失などにより、生

活に困窮する方が増加しています。そうした方々が、最後のセーフ
ティーネットである生活保護の受給前に、就労など、世帯の諸課題の
解決によって自立した生活が送れるよう、生活福祉資金貸付事業や
関係機関と連携を図りながら、生活困窮者自立支援相談窓口「立川
市くらし・しごとサポートセンター」を開設します。

収入
907,839
千円

③立川市補助金
　161,259
　（17.8%）

③ボランティア・市民活動推進
　41,213（4.5％）

④生活困窮者自立支援
　18,000（2.0％）

⑥受験生チャレンジ支援貸付
　6,500（0.7％）
⑦住宅支援給付
　6,138（0.7％）
⑧地域福祉
　70,254（7.7％）

⑨福祉サービス総合支援
　74,706（8.2％）

⑤生活福祉資金等貸付
　9,290（1.0％）

①会費 5,700（0.6％） ①法人運営 79,595（8.8％）

②寄附金 12,000（1.3％） ②総合福祉センター運営 67,981（7.5％）

支出
907,839
千円

④東社協補助金
　5,896（0.6％）
⑤共同募金配分金
　6,823（0.8％）

⑥立川市受託金
　284,698
　（32.2％）

⑦東社協受託金
　23,821（2.6％）

⑧貸付事業
　258（0.1％）

⑨事業収入
　11,557（1.3％）

⑩介護保険事業
　156,900
　（17.3％）

⑪就労支援事業
　12,698
　（1.4％）

⑫障害福祉
　サービス等事業
　184,840
　（20.4％）

⑬基金積立資産取崩
　11,849（1.3％）

⑭受取利息配当金
　336（0.1％）

⑮その他の収入
　29,204（2.2％）

⑩通所介護 68,739（7.6％）
（単位：千円）

⑪訪問介護 58,355（6.4％）
⑫総合支援ホームヘルプ 14,866（1.6％）
⑬特定相談支援 3,985（0.4％）
⑭機械入浴サービス 8,172（0.9％）

⑮生活介護
　172,644
　（19.0％）

⑯就労継続支援B型
　65,506（7.2％）

⑰学校介助員
　16,241（1.8％）

⑱障害者虐待防止センター
　8,402（0.9％）

⑲歳末たすけあい運動
　424（0.1％）

⑳奨学資金貸付 3（0.1％）

㉑地域包括支援センター
　70,311（7.7％）

㉒居宅介護支援 19,621（2.2％） ㉓総合福祉センター学童保育 25,976（2.9％）
㉔収益事業 917（0.1％）
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■平成27年度収支予算



○ 街いったい（一 帯）に音 楽を溢
れさせ、出演者・観客がいったい

（一体）となるイベント
5月16日（土）、17日（日）に開催

される「立川いったい音楽まつり」は、
今年で4回目を迎える。

この2日間は、立川市内のあちら
こちらで一斉にライブが行われる日。
270団体もの出演希望が来るほどの
人気ぶり!!市内の企業や店舗の協
力を得て様々な場所で、小学校のブ
ラスバンドから有名な方まで多岐にわ
たるジャンルの音楽が繰り広げられる。

○ 苦しみぬいた20代で叶った「3つ
の夢」

「立川いったい音楽まつり」で実
行委員長を務める梶原哲也さん自身、
今でも音楽は続けている。20歳の
頃からタレントのバックミュージシャン
として活動し、テレビ朝日のミュージッ
クステーションへの出演経験もあるほ
ど。その頃から描いていた夢は3つ！！

「テレビに出演したい」「自分の名前
が CD にクレジットされたい」「海外で
演奏したい」だった。その夢すべてが
叶った4年後に、たまたまユーミン（松
任谷由実）のレコーディングに行く先
輩についていく機会があった。その時
の“がっかり”は、今でも鮮明に覚え
ているという。
「あんなに尊敬していた腕のある先

輩が、シンバルしか叩いていなかった。
ドラムは、マシンドラムでレコーディン
グ。今に食えなくなる。機械に録音し
た音を、ボタン一つで出せるような時
代に流れていくのかもしれない」と将
来を真剣に考え始めたきっかけになっ
たと話す。

そして、ある日、待ち時間にタバコ
を吸っている時の事、なんとなくコーラ

スの女性に、お父さんの職業を聞い
たら「額縁屋」とのこと。そんな仕事
もあるのかと、目の前にある灰皿を見
ながら「これを作っている人もいるんだ。
仕事って色々あるんだな」とショックを
受けたという。

○ 道路警備の仕事に就いた
音楽からしばらく離れてみようと思い、

全く違う業種の人々の中に入り込ん
だ。そうすると、それぞれの世界を突き
詰めたプロがいることを知り、さらに自
分と向き合うこととなった。

有能なサラリーマン家庭で育った
梶原さんは、お父さんに遊んでもらっ
た記憶がなく、お父さんというと、とに
かくいつも疲れている姿が思い浮か
ぶとか。気が付くと、「自分が意図する
ことで時間を使いたい、そんな仕事を
やっていきたいと思い続ける自分がい
た。音楽が好きで、とにかくドラムを叩
きたい自分がいた。自分らしく生きるっ
て何かを考えはじめていた。

○ 笑顔の秘密
いろんな縁があり、28歳で「額縁

屋」で独立した梶原さん。額縁に入
れた作品をパッと見せた時のお客さん
の“素敵な笑顔”は、ステージで演奏
したときに、ライトが漏れて見える3列
目の観客の“素敵な笑顔”と同じだと
話す。
「ドラマーは、ビートの核の部分に

なる。核がしっかりしないと音楽は成
り立たない。かといって、ボーカリスト
より目立ってもいけない。額縁も同じ。
なくてはならないものだが、絵を引き立
てないとならない。」

「笑顔と出会って生活していける仕
事は少ない。だからぼくはね、お巡りさ
んなどはかわいそうだなって思うんです
よ。もちろん立派なお仕事だけど、お
巡りさんみるとみんな表情を硬くしちゃ
うもんね」

○ 街全体に賑わいを与えること、そ
れが「立川いったい音楽まつり」
の目指すもの

「立川いったい音楽まつり」に出演
したミュージシャン達に担ってほしいこ
と、それは街を元気にする原動力に
なってくれること！

「自分の力で知り合いの輪を広げ、
お店や街の活性化に少しでも力にな
り、街を喜ばすミュージシャンになって
ほしい。」

ここに来るまでに色々なジャンルの
人 と々出逢い、常に自分の原動力に
してきた梶原さん。まだまだいろんな
広がりを見据えている梶原さんには、
どんな風景が見えているのかな。梶原
さんの“笑顔”からたくさんの“元気”
をもらえた一日！私もガンバローーーっ
て力が湧いてきた。

（市民編集委員　山本晶子）
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元気 人立川いったい音楽まつり実行委員会
実行委員長　梶原哲也さん（羽衣町）

躍躍
「日進月歩」

「立川いったい音楽まつりの紹介」
　本年度4回目を迎える立川いったい音
楽まつりは、サンサンロードを中核に北は
IKEA立川の中から始まり、緑町公園、合
同庁舎前、損保ジャパン日本興亜前、パレ
スホテル、髙島屋立川店、伊勢丹立川店、
グランデュオ立川店、立川南駅改札前、た
ましん駐車場、アレアレアを拠点にケヤキ
モール、昭和記念公園をはじめ、市内の飲
食店など20か所を超える会場で約250団
体の演者によって一挙に開催されます。そ
して今年初、クラフトブースが誕生し30も
のクラフトコーナーも登場します。
　立川市の新文化振興計画の目標である

「多様な文化芸術活動が身近に感じられ
るまち」の実現に寄与することを願う我 は々、
実行委員も20歳代の大学生から70歳代
までの異年齢世代のメンバーで構築して
います。
　このイベントは演者がイベントの日だけに
終わらずに、1年を通して、立川の飲食店に
出演したり、クラフトブースから飲食店などで
行われるカルチャーに発展したり、常に文

化芸術が街を元気にする。その出会いの
場であるイベントでありたいと願っています。

5月16日（土）17日（日）
　出演者も小学生からシニアまで、多種多
様なジャンルの音楽とダンスなど。横田基
地のビッグバンドや山下洋輔さんの無料ラ
イブ、ドラムサークルやゴスペルの参加型
ステージなど、たくさんの楽しみ方が詰まって
ます。
　イベントは、聴いたり観たりしてくださる方
が居て初めて完成です。
　ぜひ！あなたの手で、このイベントを完成さ
せてあげてください。

立川いったい音楽まつり実行委員長
　梶原哲也

去る3月27日に、立川市社会福祉協議会　平成26年度「感謝のつどい」
を開催し、本会への寄付を通して地域福祉の推進にご協力いただいた方々や
本会役員等としてご活躍いただいた方々の顕彰を行いました。本会へのご支
援、ご協力ありがとうございました。

　平成26年度 感謝のつどいにおける感謝状受賞者【順不同・敬称略】
◎社会福祉事業協力者多額寄付者【平成26年1月1日～12月31日】
　 立川競輪特別競輪等運営協議会、株式会社ケイドリームス、東京立川

ライオンズクラブ、トヨタ西東京カローラ株式会社、東京都生命保険協
会第7ブロック、ふれあいサービスグループ、株式会社セレモア、富国生命保険相互会社、 
国際ソロプチミスト立川、D ステーション立川、社会福祉法人東京光の家、立川ハウス 
工業株式会社、東京みどり農業協同組合、仙田 廣次・美知子、真如苑、磯野 俊雄、 
ジョイパックレジャー株式会社、トスカーナ
◎歳末たすけあい運動多額協力者【平成26年12月1日～平成27年1月10日】
　 西東京臨済会、立川市老人クラブ連合会、立川市子ども会連合会、立川市明るい社会

をつくる会
◎立川市社会福祉協議会役員退任者【平成26年1月1日～12月31日】
　 馬場 敬博、葛西 和世、北川 亘

社会福祉協議会「感謝のつどい」を開催しました！！

フルート「トレビアーノ」
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言葉にかえて（寄付者名簿）
平成 27 年 1月1日～ 3月31日（敬称略） 総額  ：  689,229 円

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／会員・会費　自治会

団体・企業名
福） 至誠学舎立川　ワークセンターまことくらぶ
共同作業所　かたくり チャイルドラインたちかわ

個人
波多野　進

自治会名 準会員 個人 団体 加入者数 合計金額
四番組　自治会 345 345 30,000
合計 0 345 0 345 30,000

平成 27 年 1月1日～ 3月31日（敬称略）

　小林　理哉（こばやし　みちや）
◆地域総務課　地域活動推進係

市民活動センターたちかわに配属となりまし
た小林理哉です。1 日でも早く業務に慣れると
ともに、少しでも地域に貢献することができる
よう、精一杯努力していきたいと思います。

よろしくお願いします。

　桒野　恵莉菜（くわの　えりな）
◆地域福祉推進課 地域包括支援係

立川市南部西ふじみ地域包括支援センターの
社会福祉士として働かせていただきます。

私は、立川市で学び育ったので、立川市が大
好きです。

皆さまとともに立川をより良いまちにしてい
くために、日々努力し、頑張ります。よろしく
お願い致します。

　古川　智子（ふるかわ　ともこ）
◆地域福祉推進課 地域包括支援係

この度、14 年間籍を置いた、あいあいステー
ションより参りました。

生活支援コーディネーターとして外へ出て、
顔を合わせ、たくさんの方の力とアイデアをい
ただきながら、仲間とともに地域のために奔走
したいと思います。

よろしくお願いいたします。

　川村　まな美（かわむら　まなみ）
◆地域福祉推進課　地域づくり係

右も左も分からない状態ですが、市民の皆さ
まに教えて頂きながら、少しずつでも成長して
いけたらと思います。どうぞよろしくお願い致
します。

　金野　博一（こんの　ひろかず）
◆地域福祉推進課　地域あんしんセンター係

地域福祉推進課地域あんしんセンター係配属
になりました金野です。

｢ 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、地域の皆さまと協力してい
きたいと思います。よろしくお願い致します。

　野沢　美紀（のざわ　みき）
◆地域福祉推進課　地域あんしんセンター係

地域あんしんセンターの一員として、みなさ
んと繋がっていけるよう頑張ります。

よろしくお願いします !!

　黒田　啓太（くろだ　けいた）
◆在宅支援事業課　障害福祉係

今年大学を卒業した、社会人一年目の黒田啓
太です。右も左もわからない未熟者ですが、1
日でも早く仕事に慣れて、一人前の社会人にな
れるように頑張ります。

よろしくお願いします。

　沖倉　今日子（おきくら　きょうこ）
◆在宅支援事業課　障害福祉係

満開の桜と共に、立川社協一年生になりまし
た。ドキドキわくわくしながら、初めてマンボ
ウの扉を開けると・・・。素敵な笑顔と笑い声
で溢れていて「早く仲間に入りたい。」と思いま
した。新しい出会いに感謝しつつ、一歩ずつ前
進できるよう頑張ります。

　小山　泰明（こやま　やすあき）
◆地域総務課　自立生活支援係

4 月から立川市くらし・しごとサポートセン
ターでお世話になります。
「聴く」ことを大切に一つ一つ丁寧な対応を心

がけます。至らない点も多くあると思いますが、
どうぞよろしくお願いします。

■正規職員採用

　浅見　由希乃（あさみ　ゆきの）
◆地域福祉推進課 地域あんしんセンター係

地域あんしんセンターたちかわに配属になりま
した浅見です。ダンスやバスケットボール、マラ
ソンなどとにかく体を動かすことが大好きです。
毎日元気に、笑顔で一生懸命頑張ります。どうぞ
よろしくお願いします !

　酒井　郁子（さかい　くにこ）
◆地域福祉推進課　地域あんしんセンター係

地域あんしんセンターは、この 4 月より事務所
を 1 階から 2 階へ移し、新しい年度をスタートし
ております。

私は、この係で 7 年目を迎えますが、正規職員
として新しいポジションでより励んでまいります
ので、よろしくお願いします。

　五十嵐　希（いがらし　のぞみ）
◆在宅支援事業課　在宅サービス係

今年度より、立川市社会福祉協議会の高齢者デイ
サービスセンターに配属になりました。高齢者デイ
サービスでは、職員、ご利用者様にいろいろなこと
を教えて頂きながら一つ一つ学び、社会福祉協議会
の一員として役割を果たしていけるよう努力してい
きたいと思います。よろしくお願いします。

　椿　大樹（つばき　だいき）
◆在宅支援事業課　障害福祉係

立川社協の職員として、市民の皆さまと協働し
て、まちづくりを展開していけることを嬉しく思っ
ております。

至らない点も多くあるかと思いますが、皆様の
指導のもと成長し、信頼していただける職員にな
りたいと思います。よろしくお願い致します。

　岸野　菜見（きしの　なみ）
◆地域総務課　自立生活支援係

立川市は、学生時代よく遊びにきており、そん
な土地で働くことになり、とても楽しみです。

福祉の経験はありますが、まだ、わからない事も
多く、いろいろなことを吸収して働いていきたいと
思っています。皆々様、何卒よろしくお願い致しま
す。

■嘱託職員採用

NEW
FACENEW
FACE

新しい職員が入職しました

受付月日 寄附金額 氏名・団体名
1月13日 21,234 上水自治会
1月14日 34,700 立桜会自治会
1月14日 8,200 若葉町団地自治会
1月14日 5,000 石川　皓一
1月15日 2,171 立川競輪
1月15日 30,000 東京競輪共商会
1月15日 20,000 ＫＹ防犯協会
1月15日 13,200 立川競輪共済会支部
1月22日 1,095 第５地区民生委員・児童委員協議会
1月23日 1,069 第１地区民生委員・児童委員協議会
1月22日 200,000 株式会社セレモア
1月27日 3,767 株式会社いなげやロジスティクス本部
1月27日 803 第４地区民生委員・児童委員協議会

1月28日 7,000 日立超エル・エス・アイ・システムズ
労働組合

受付月日 寄附金額 氏名・団体名
1月30日 1,800 富士見町多摩川団地　自治会
1月30日 822 第２地区民生委員・児童委員協議会
2月  3日 2,158 第６地区民生委員・児童委員協議会
2月10日 1,000 匿名
2月10日 15,210 南部ソフトボールクラブ
2月13日 6,162 立川市社会福祉協議会　窓口募金箱
2月13日 10,016 磯野　俊雄
2月14日 9,200 諏訪の杜自治会
2月18日 100,000 東京立川ライオンズクラブ
2月23日 15,000 三鴨　信昭
2月24日 115,314 パドマ
2月25日 1,948 第６地区民生委員・児童委員協議会
2月26日 967 第５地区民生委員・児童委員協議会
2月27日 1,320 第１地区民生委員・児童委員協議会
2月24日 1,130 第２地区民生委員・児童委員協議会

受付月日 寄附金額 氏名・団体名
2月26日 541 第４地区民生委員・児童委員協議会
3月  2日 20,000 ボーイスカウト立川第３団
3月23日 6,400 曙二北町会自治会
3月25日 2,335 第６地区民生委員・児童委員協議会
3月25日 667 第２地区民生委員・児童委員協議会
3月26日 1,132 第４地区民生委員・児童委員協議会
3月26日 1,170 第５地区民生委員・児童委員協議会
3月27日 1,480 第１地区民生委員・児童委員協議会
3月27日 358 柴崎図書館
3月30日 4,098 第３地区民生委員・児童委員協議会

3月30日 3,055 立川市社会福祉協議会　市民活動
センター　窓口募金箱

3月31日 1,291 匿名
3月31日 6,416 匿名
3月31日 10,000 匿名
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■第二回藤田浩子さんのおはなし会

昨年好評だった藤田浩子さんのおはなし会の第2弾です。昔から語り継がれた語り
のすばらしさと遊びの楽しさを感じて下さい。
日 時：平成27年5月17日（日）

 1部 9:40～10:10　子ども向けのおはなし
 2部 10:20～11:30　大人向けのおはなし
 （1部2部とも参加可）
場 所：たましん RISURU ホール　第1会議室（立川市錦町3-3-20）
参加費：大人のみ500円（子ども無料）
申込み・問合せ：4月25日（土）～5月10日（日）1部のあと別室で保育可能

 　　　　おはなしたまご ☎090-4205-2196（木谷さん）
 　　　　　　　　　　☎042-525-0171（山岸さん）

■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6月27日（日）　10:00～12:00
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）※参加費は当日受付にて徴収させて頂きます
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：6月14日（木）
申込み：至誠キートスホーム

 （講座名・名前・住所・電話番号をお伝えください）
 ☎042-538-2323（中川さん）
 Fax：042-538-2324

■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。
医療従事者によるミニレクチャーもあります。
日 時：★第12回　平成27年5月16日（土）

  ★第13回　平成27年6月17日（水）
  ★第14回　平成27年7月18日（土）
 　どの回も13:30～15:30　※8月はお休みです。
場 所：立川市女性総合センター・アイム5階（立川市曙町2-36-2）
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　☎080-1163-5281
 ※電話受付時間：平日10:00～16:00（岡田さん）

■公開セミナー「軽度発達障がいと人間関係」

発達障がいについての理解が深まっています。新しい情報とともに、発達障がいの
家族との関係の中で起きるカサンドラ症候群の事例等を参考に、相手との関わり方
について考えます。
日 時：平成27年5月30日（土）　10:00～12:00
場 所：三多摩労働会館4階（立川市曙町2-15-20）
参加費：1,000円（要予約：定員30名先着順）
講 師：坂田雅彦氏（家族問題カウンセラー、行政書士）
申込み：NPO法人ライブリー

 ☎042-548-4456（内田さん）

■みんなの展示場　中村洋久絵画館からのお知らせ

①「デジカメ写真展」
　 主催はデジカメ同好会。十数名のメンバーが講師からアドバイスを受け撮影し

た作品や、自主的に集まり撮影した写真、評価を得た作品などA4版約50点を
展示。
日 時：平成27年5月1日（金）～24日（日）金・土・日・祝日開催

 10:00～16:00（最終日は14:30まで）

②第3回「絵手紙大賞」作品募集！
　 みんなの展示場では、絵手紙大賞を企画し、第3回のテーマは「お父さんに関

する」作品を募集しています。自分の父親、夫、子供のいる旦那の明るい話題
を絵と言葉を添えてください。
応募締切：平成27年5月23日（土）まで。金・土・日・祝日受付　郵送可能。
応募要件：応募点数制限なし。一人何件でも可能。

 　  大きさ「葉書サイズ」で絵手紙の原画や版画（各賞展などに応募してない
こと）

参 加 費：1点500円（額マット貸与代1セット100円）
応募方法：作品の宛名面に住所、氏名、電話番号を記載
発 表：6月上旬（上位者新聞掲載予定）
展 示：6月中の金・土・日開催　10:00～16:00
審 査 員：審査委員長　中園隆夫（元新聞記者・出版部部長）

 　  副審査員　内藤政市（元NHK製作局美術部チーフディレクター）など
 　他7名による審査
そ の 他：大賞、準大賞、特別賞等を設け、賞状・記念品を授与
③「絵・文字画教室」生徒募集！
　 絵と併せて、おもしろい文字（絵文字）の描き方の2科目を基礎から丁寧にお教

えします。
日 時：毎月1回第2金曜日13:30～15:30
内 容：絵を描き、面白文字の2科目を時間を区切って指導
会 費：2科目で1,500円、入会金なし（初歩から丁寧にお教えします。）
講 師： 土本良彦（東京芸術大学日本画卒・イラストレーター、「南極物語」の

イラスト担当、日本の資源、児童書等イラスト多数、童話図書出版）

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）
 ☎＆Fax：042-524-4702（中村さん）
	 *h-naka77@zat.att.ne.jp

■支援ボランティア講座　6期生募集

対 象： 認定NPO法人東京多摩いのちの電話の趣旨に賛同し、活動を積極的
に支援しようとする方。年齢、経験は問いません。講座修了後「支援ボ
ランティアの会」に登録をお願いします。（無料）

日 時：平成27年7月11日（土）・7月25日（土）　13:30～16:00
内 容：【いのちの電話の役割】【仲間つくりのワーク】【ボランティア体験談】他
場 所：国分寺市内
参加費：3,000円（「東京多摩いのちの電話」の運営費に使われます。）
申込み締切：平成27年7月6日（月）
申込み・問合せ：電話または Fax にて

 NPO法人「東京多摩いのちの電話」事務局　支援ボランティア講座係
 ☎042-328-4441／Fax:042-328-4440

■東京多摩いのちの電話30周年記念・「自殺予防いのちの電話」公開講座

「いのちに寄り添う言葉」
東京多摩いのちの電話は、孤独やこころの危機にある方達

の電話に耳を傾け、気持ちに寄り添うことで、自ら生きる力を取り
戻されることを願って、活動を続けてきました。その中で、身近に
親身になって話をきいてくれる人が少なくなり、人のつながりが希
薄になっていることを感じます。

そんな今、さまざまな現場で、いのちの姿に向き合われている
柳田氏のお話をきき、いのちについて、寄り添うということについ
て、ご一緒に考えてみたいと思います。

日 時：平成27年6月6日（土）　14:00～16:00（13:15開場）
場 所：府中グリーンプラザけやきホール（府中市中町1-1-1）
講 師：柳田邦男氏（ノンフィクション作家）
定 員：494名（先着順・要予約）※車イス用　4席
参加費：500円（当日受付にて）　 ※大学生以下無料
問合せ：東京多摩いのちの電話30周年記念事業実行委員会

 ☎042-328-3368（月～金10:00～17:00）
 Fax:042-328-4440／URL:http://www.tamainochi.com
その他：当日、手話通訳・託児あり

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付ています。

　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:042-529-8714

* aiaivc@whi.m-net.ne.jp
U R L：http://www.tachikawa-shakyo.jp/skct/
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■外国人のための無料リレー専門家相談会

ビザ・在留資格・社会保険･労働･教育･生活などについて、行政書士･弁護
士･教育相談員などの専門家が無料で相談に応じます。中国語、英語、ハングル、
タガログ語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、インドネシア語の
通訳をします。秘密は守ります。保育もあります。
日 時：平成27年7月4日（土）　13:00～15:30（受付は15:00まで）
場 所：立川市女性総合センター・アイム5階（立川市曙町2-36-2）
問合せ：NPO法人　たちかわ多文化共生センター

 ☎&Fax:042-527-0310
	 *tmc@poppy.ocn.ne.jp

■「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。
対 象：市の入門講座受講者・その他初心者の方

 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。

定 員：各コース　16名（パソコンを持参して下さい）
参加費：1回　200円（ご希望のコースを受講して下さい）
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

 ☎090-6514-0764（若月さん）

■キューティ・コア会員募集

身体の固い方や、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。

①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）
②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）
③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　2000円
申込み：キューティ・コア

 ☎042-534-6660（中楯さん）

■三多摩市民後見を考える会第11回無料セミナー

「後を託して憂いのない余生を～任意後見契約の実際」
任意後見契約・財産管理委任契約・死後事務委任契約の作成の実務を、専門

職後見人、知人後見人の場合に分けてお話しします。
日 時：平成27年6月13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：鈴木敏起氏（燦リーガル司法書士行政書士事務所）
定 員：40名（申し込み順）前日までにお申し込みください。
参加費：無料
申込み：三多摩市民後見を考える会

 ☎&Fax：042-531-0624／携帯：090-7832-6506（川杉さん）

■「家族介護技術講座」＆「ホームヘルパー再チャレンジ講座」（2講座同時開催）

認知症の理解を深めて頂くと共に、腰痛予防を目的とした介護技術の基本につい
て学んで頂く「家族介護技術講座」を開催いたします。

また、ホームヘルパーの資格は持っているけど実務経験のない方、長い間実務か
ら離れてしまった方、「現在介護職だけど自信なく、こっそり勉強をしてみたい」という
方等を対象に「ホームヘルパー再チャレンジ講座」を同時開催いたします。
日 時：平成27年5月23日（土）　9:00～12:00
場 所：至誠キートスホーム（立川市幸町4-14-1）
内 容：講義「認知症ケアについて」

  実習「介護技術の基本（移乗・移動介助、おむつ交換、着脱介助など）」
対象者：介護をされているご家族、及びホームヘルパー2級取得者、現任者
受講料：無料
定 員：10名（先着順）
締切り：平成27年5月21日（木）
申込み：至誠キートスホームヘルプステーション（中川さん）

 （お名前・住所・電話番号をお伝えください）
 ☎042-538-2321／Fax:042-538-1302

■多摩パブリック法律事務所「不安を安心に」無料法律相談会

多摩パブリック法律事務所は「市民の法的駆け込み寺」として、東京弁護士会に
よる支援のもと設立された都市型公設事務所です。

この度、創立7周年を記念して、弁護士による無料法律相談会を行います。お金
のトラブル、不動産関係、相続、離婚、成年後見、事業者向けの法務、労働問題、
刑事事件、債務整理など幅広い種類の案件を取り扱っていますので、お気軽にご相
談ください。
日 時：平成27年5月30日（土）　10:00～16:00（1枠30分）
場 所：多摩パブリック法律事務所（立川市曙町2-9-1菊屋ビル8階）
定 員：48名
予約受付：5月11日（月）から受付開始（定員になり次第締切）
受付時間：9:30～19:00まで（土日祝は除く）
申 込 み：☎042-548-2450（事前予約制）

■「かっぱの寺子屋」ボランティア募集

立川市の小学生を対象とした体験学習サロン「かっぱの寺子屋」では、「アート造
形・能力開発・書道・そろばん等」のカリキュラムを担当していただけるボランティ
アスタッフを募集いたします。あなたの得意とする分野でワークショップをご担当くださ
い。ご興味のある方は、ぜひご参加ください。子ども達と楽しく活動いただける方でし
たら、年齢・性別・職業・資格等不問です。どなたでも参加していただけます。無償
のボランティアです。あなたのお力をぜひお貸しください。
日 時：活動は主に土・日となります。

 （ご都合の良い日時でのご参加で構いません。）
場 所：立川市子ども未来センター（立川市錦町3-2-26）及び

  立川市内の公共施設等
申込み： 官製はがきに①住所②氏名③年齢④電話番号をご記入の上、下記へ

送付してください。（Eメール・Fax でも応募可）
  〒190-0022　立川市錦町3-2-26　立川市こども未来センター協働

事務室021「かっぱの寺子屋」ボランティア募集係
 URL:http://terakoya-project.jimdo.com/kosodate_shien@zb3.so-net.ne.jp
 お問合せは、042-315-1658（羽鳥さん）
 ※留守電及び Fax対応となります。
その他： インターネット検索で「かっぱの寺子屋」と検索してください。当会の活動

をご覧いただけます。

■楽々バンド体操参加者募集

ゆったりした音楽に合わせ、腹式呼吸をしながらバンドを使って全身の筋肉をほぐし
ていくバンド体操。体力維持・シェイプアップを目指し、和気あいあいと楽しく運動で
きます。運動の苦手な方も無理なく続けられる有酸素運動です。年齢、性別は問い
ません。
日 時：金曜2回、土曜2回の月4回　20:00～22:00
場 所：幸学習館（立川市幸町2-1-3）
申込み：エムズはっぴい

 ☎080-3153-6346（佐久間さん）

■麻雀クラブ花ショーブ参加者募集

認知症予防と老化防止に麻雀をしませんか？ 勝負にこ
だわらず、“吸わない・かけない”をモットーに活動しています。
一緒に楽しく交流しましょう。
日 時：毎週月・金曜日　12:00～16:30
場 所：立川市高松町内の会員宅（詳細はお問い合わせください）
参加費：月400円
問合せ：市民活動センターたちかわ　☎042-529-8323

■平成27年度　草の根育成助成対象事業募集のお知らせ

募集期間：平成27年5月20日（水）～6月19日（金）まで　
     ※当日消印有効
対象事業： 平成27年8月1日（土）～平成28年3月31日（木）に東京都で行

われる医療・福祉分野、スポーツ分野の事業
助 成 額：1事業当たり上限50万円（補助率30～80%以内）
申請方法：詳細は財団HPをご覧ください。
問 合 せ：公益財団法人　草の根事業育成財団

 　☎042-321-1132／* info@kusanoneikusei.net

■はじめてのスペイン語会員募集！

子ども達は遊びながら、成人の方には文化交流も含み
ながら、スペイン語を楽しく学び、この活動を通して地域に
おいて、国際文化交流を推進、社会貢献できる団体を目指
しています。お気軽にお越しください。
日 時：毎週金曜日　18:00～19:00
場 所：幸学習館（立川市幸町2-1-3）
参加費：1回500円（教材費及び維持費、入会金なし）
問合せ：国際教育文化交流ビエンベニード会

 ☎080-5412-7142／*silverl ima36@yahoo.co.jp

ひと・モノ・募集

月　日 場所 10:00～12:00 13:30～15:30
5月  7日（木） 高 松

デジタル写真の取り込み 写 真 の 額 縁 作 成・相 談
コーナー5月15日（金） 砂 川

5月19日（火） 砂 川
MyCDの作成

相談コーナー
5月28日（木） 高 松
6月  4日（木） 高 松 ワードで「縦書き感謝状」

の作成
ワードでアルバム作成・
相談コーナー6月10日（水） 砂 川

6月18日（木） 高 松 エクセル「現金出納帳」の
作成6月24日（水） 砂 川 相談コーナー



秘密は厳守いたします。

社協の専門相談
市民の生活に即した専門的な相談ができます。

成年後見相談

第２土曜日 １時～４時
立川市総合福祉センター

【予約制】
☎５２９-８３１９
地域あんしんセンター

たちかわ

お酒の問題は

アルコール相談

第２・４水曜日
１時～４時
【予約不要】

困り事・心配事など

ふれあい相談

木曜日
１時～４時
【予約不要】

相続相談
第２・４火曜日

１時～４時
【予約制】

法律相談
第３土曜日
１時～４時
【予約制】

家計のやりくり

生活設計相談
第３火曜日
１時～４時
【予約制】

○場 所：立川市総合福祉センター（立川市富士見町 2-36-47）
 ※「アルコール相談」・「ふれあい相談」については、相談日に電話での相談もお受けしています。
　（☎ 042-529-8426）

8 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

◆3月、ハーフマラソンをなんとか完走。昭和記念公園の上り下りの辛さを、この時ばか
りは痛感します。	 （共）
◆あいあい通信への皆様の声をおききして、よりよいものをお届けしたい思いがつのりま
す。春のパワーをいただいて創造力を高めようと思います。	 （梶）
◆新年度を迎え、周りを取り巻く環境も変わりましたが、これからもたくさんの出会いを
大切にしていこうと思います。	 （万）
◆新年度は慣れないことがたくさん！でも新しい環境はワクワクしますね～。	 （道子）
◆受験を終え、バタバタと振り回されながら入学式まで終えたら、安堵で一気に数か月
分の疲れが・・・。後は子達が前進していくのみだ！！	 （晶子）
◆編集会議にも少し慣れてきました。社会福祉協議会がどのように読者の皆様と関わっ
ているのかなど、身近な話題を盛り込んでいきたいと思います。	 （ゆき）

あいあい通信は、立川に住む市民が委員となり紙面割りを考え、実際に取材をして作
られています。

　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　地域活動推進係　☎042-529-8300

社会福祉法人　立川市社会福祉協議会

＜予約＞
社協　地域活動推進係　総務担当

☎ 529-8300

募金箱設置のご協力

次回の発行は、7月1日です。

社会福祉法人立川市社会福祉協議会 

ヘルパー募集

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）
営業時間／		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）
   介護福祉士尚可

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）

精神障害者の
家族相談
第２月曜日

( 祝日の場合は第３月曜日 )
１時 30 分～４時 30 分

立川市総合福祉センター

【完全予約制】【面談のみ】
☎５６３-４５６９

（柳澤）


