
じぶんの町を良くするしくみ

赤い羽根共同募金運動がはじまります
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（2015年10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。

〇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、69回目を迎えます。
ご理解とご協力に心より感謝申し上げます。
10月1日からはじまる「赤い羽根共同募金運動」を、今年もよろしくお願いいたします。

〇平成26年度のご報告
皆さまからお預かりした募金は、共同募金会の配分委員会、理事会、評議員会、

委員総会での公正な審査を経て、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２６年度　募金額　3,957,198円
【配分先】

福祉工房こぶし
チャレンジこぶし
愛光保育園
愛光第五保育園
愛光あけぼの保育園
ファミリーホーム柴崎
ファミリーホーム砂川
デイサービスみんなの広場1
デイサービスみんなの広場２
えがおの家
立川市障害者スポーツ大会実行委員会

立川市社会福祉協議会でも、市民活動団体等への機材貸出事業などに活用させていただきました。

〇募金箱設置店募集中
赤い羽根共同募金運動の期間中、募金箱を設置していただける企業・商店等を募集しています。募金活動を通じて、地域福

祉に貢献しませんか。
●詳しくはお問い合わせください。
　　地域総務課　地域活動推進係　☎042-529-8300

※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



子育て支援ボランティア「ミニトマの木」では、たまがわ・
みらいパークにて、親子の憩の場「子育てひろば」を開催し
ています。ママ同士や先輩ママでもある団体メンバーと交流
ができ、悩みを相談し合ったり、子育てに役立つ情報交換も
できる場となっています。また定期的に、親子向けにリズム
遊びやベビーボンディングを開催しています。“ひろば”には、
兄弟姉妹で「ミニトマっ子」という子も。下の子を連れ久しぶりに訪れた親子を見て「大きくなっ
た上の子の成長にびっくり」、「思い出して来てくれることが嬉しい」とメンバーは語ります。
「たまがわ・みらいパーク（旧多摩川小学校）」は、ミニトマの木をはじめとした様々な団体が、

大人から子どもまで楽しめるプログラムを開催しています。ボランティアを募集しているプロ
グラムもあり、様々な形で地域の皆さまと関わりながら、楽しみ、学び合う場づくりを目指して
いきます。ぜひ一度、遊びにいらして下さい。
　〇たまがわ・みらいパーク　開催プログラム
 ・みんなのサロン：毎月第3土曜日 10:00～12:00（費用100円）
 ・ふれあいサークル：毎月第2土曜日 13:30～15:30（菓子代50円、要申込み）
 ・プラモデルづくり教室：毎月第4日曜日 9:30～15:30（無料、要申込み）

他、様々なプログラムを開催。
 問合せ：たまがわ・みらいパーク（立川市富士見町6-46-1）
	 	 ☎042-848-4657

　〇ミニトマの木
 ・子育てひろば
 対　象： 0歳～就学前の親子
 日　時： 毎週金曜日、第2･第4日曜日11:00～15:00
  ※ お弁当の持ち寄り可　出入り自由
 ・子育て支援ボランティア養成講座　
 内　容： 助産師･河房子さん、臨床心理士･小野良子さん、おはなしたまご代表･

木谷洋子さんをお招きし、全3回の講座を開催します。
 日　程： ①10月6日（火）、②10月27日（火） 、③11月17日（火）
 場　所： ①、②立川市女性総合センター・アイム（立川市曙町2-36-2）
  ③たまがわ・みらいパーク（立川市富士見町6-46-1）
  ※ 詳細は、柴崎学習館、社協（情報コーナー）で配布されているチラシを

ご覧いただくか、☎042-525-2723（鶴澤さん）にお問合せください。

■開所して半年が経ち、様々な相談が寄せられています
例えば．．．．．
・一生懸命仕事を探しているが、なかなか見つからない
・仕事を辞めたので、家賃の支払いが心配
・生活に困っているがどこに相談したらよいかわからない　　など

■こういったご相談に対して…　
まずは、相談支援員と一緒に悩み事の確認、課題の整理を行います。
※ご相談内容に応じて、必要があれば他機関に繋ぎます。
その中で、就労支援員による就労相談や、対象となる方に利用可能な
制度（住居確保給付金・生活福祉資金の貸付など）のご案内をします。

■お問い合わせ先・開所時間　
立川市社会福祉協議会
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
開所日： 月曜日から金曜日8:30～17:15
 （祝日および年始年末は除く）
 ※予約制ではありませんが、事前にご連絡をお願いします。
 ※受験生チャレンジ支援貸付事業も同じ窓口となります。

平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されたことに伴い、生活や仕事でお困りの方に一人ひとりに合わせた相談・援助を行い、その人な
りの自立に向けた支援を行う窓口です。

平成27年4月から8月までの5か月間で、250名を超える方が相談に来られています。

「フードバンク」の取り組みをご
存じですか？ アメリカでは1960
年代から、日本では2000年に
本格的な活動をする団体が現れ
ました。企業などから、市場に流
通ができない食品を提供してもら
い、必要な人に届ける仕組みです。
困窮者への支援でもあり、膨大な廃棄食料を減らすということは、温室効果
ガス削減にもつながる環境問題への取り組みでもあります。

立川市でも、羽衣町にある「NPO法人さんきゅうハウス」がこの仕組みを
使ってホームレスの方へ、食料を届ける活動を続けています。今年に入り「そ
の仕組みを、ホームレスの方だけでなく、家計が厳しいお宅、特に子育て世
帯への支援にも生かせないか？」という提案を他の団体からいただきました。
そこで関連する団体が集まり、検討と試行錯誤を続けてきました。

ようやく活動を広げる目途が立ってきました。まだまだ手探り状態ですが、
配送ドライバー、仕分けの手伝い、在庫管理など人手が必要です。

この活動にご関心のある方は一度話を聞いてみませんか？ 企業からのお
問合せも大歓迎です。
【活動報告・説明会】
 日　時： 11月6日(金)10：00～11：30
  （その後、集配の現場をご覧いただけます）
 場　所： NPO法人さんきゅうハウス　羽衣町3-14-13
 申込み： NPO法人さんきゅうハウス
	 	 ☎080-5192-1463（吉村さん）
  *39housetachikawa@gmail.com

立川市くらし・しごとサポートセンター　～開所して半年が経ちました～

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置いています。

第 1 地区地域福祉コーディネーター　　川村 まな美 第 2 地区地域福祉コーディネーター　　早川 郁子

地域の中に親と子の憩の場を ～たまがわ・みらいパーク「ミニトマの木 子育てひろば」～ 「フードバンク事業」の拡充　ボランティア募集！

○各町の地域福祉コーディネーター　連絡先
地区 町 担当者 電話

１地区 富士見・柴崎 川村 042-540-0205
２地区 錦・羽衣 早川 042-519-3001
３地区 曙・高松・緑 岡部 042-540-0210
４地区 栄・若葉 柳澤 042-537-7147
５地区 砂川・柏・幸・泉 安藤 042-534-9616
６地区 上砂・一番・西砂 柏﨑 042-534-9501

子ども
関係機関

医療
関係機関

若者
関係機関

ハローワーク

住居確保
給付金

受験生チャレンジ
支援貸付事業

就労支援

生活福祉資
金貸付事業

福祉
事務所

立川市くらし・しごとサポートセンター

法律関係機関

複数の課題を抱えており、
ご自身でもどうすればよい
のかわからない

あんしん
センター

支援のイメージ図

自立相談支援事業

相談者の課題
整理を行います

2

校正　2015/09/18- 金 校正　2015/09/18- 金



第 2 地区地域福祉コーディネーター　　早川 郁子

地域あんしんセンターたちかわより
市民参画による権利擁護の推進

◆市民参画による権利擁護の推進◆
地域あんしんセンターたちかわでは、成年後見制度推進機関として第三者後

見人等連絡会の開催や、本会が行う法人後見活動の一層の充実を目的とした
「後見支援員」を養成してきました。そして、市民参画による権利擁護のさらな
る推進を図るため、今年度より「市民後見人」の養成を行うこととなりました。

養成講座を通して市民後見人としての知識や心得を学んでいただきたく思い
ます。ぜひご参加ください。

平成２７年度「市民後見人養成講座」説明会

日 時：  10月17日（土）　13：30～16:30
場 所：立川市総合福祉センター２階　視聴覚室
≪第一部≫　基調講演
　　「成年後見制度の概要と現状」　講師：赤沼　康弘　弁護士
≪第二部≫　市民後見人養成講座とは　～オリエンテーション～
　　・成年後見制度推進機関の取組みについて　
　　・「市民後見人」の養成・活動について

下記、前期基礎講座・後期養成講座を受講される方は、本説明会への参加
が必要です。
≪前期基礎講座　日時≫
 11月17日（火）、11月26日（木）、12月4日（金）
 各日13：30～17：00
≪後期養成講座　日時≫
 1月13日（水）、1月19日（火）、1月28日（木）、
 2月10日（水）、2月19日（金）各日13：30～17：00、
 1月29日（金）～2月18日（木）のうち2日間（実習）
※カリキュラムなどの詳細を知りたい方は、下記までお問い合わせください。

定 員：60名
申込み・問合せ先：
 立川市社会福祉協議会　地域あんしんセンターたちかわ
 〒190-0013　立川市富士見町2-36-47　
 ☎042-529-8319　Fax:042-526-6081
 ※意思疎通支援が必要な方は、申込時にお知らせください。

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！！

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"』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、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、価値観の多様性を認め合うこと
が出来ます。

昨年の本として参加していただいた方からは、参加する前と後では、「秘めて
る物がなくなり、楽になった。」というご意見をいただき、読み手となった参加者か
らは、「普段、接しない方のお話を聴くことができ、とても勉強になった。」「近い
距離でお話が聴けて質問もでき、本の方のご苦労を知ると共に、その明るさに
驚き、生き生きしている姿に感動した。」という声をいただきました。

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が溶かされるはず
です！

日 時： 12月19日（土）13:00～16:30　
 ※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）
参 加 費： 無料
申 込 み： 当日会場にお越し下さい。
　　前半の部:①13:10～ ②13:50～（前半の部受付時間12:30～）
　　後半の部:③14:40～、④15:20～（後半の部受付時間14:30～）
　　※①②③④ともに30分です。　"本"との振返り交流会:16:05～
本 の 種 類： ①知的障害のある息子の子育て体験　
  ②家族と本人の精神疾患　③元アルコール依存症　
  ④ひとり親家庭　⑤元路上生活者
  ⑥中途失聴者　⑦視覚障害者　⑧元薬物依存症　
  ⑨引きこもり経験者　⑩家庭環境に問題を抱える当事者
  ※本の種類は変更になる場合があります。
・ 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！ 

問 合 せ：市民活動センターたちかわ
 ☎042-529-8323　Fax:042-529-8714

第11回　地域福祉市民フォーラムのお知らせ
〇今年のテーマは「地域における老いの準備・暮らし方を考える」

今年は「地域における老いの準備・暮らし方を考える」を基本テーマに、第１部
の基調講演では日本の社会保障制度をめぐる動向を学び、第２部のシンポジウム
では、立川市の多様な地域関係者により、老いの準備・暮らし方を考えるための手
助けとなる議論を、会場の皆さまと共に考えていきたいと思います。

〇今年のテーマ「老いの準備・暮らし方」へつながる想い
少子高齢化、核家族化、一人暮らし世帯の増加等、日本社会全体で家族構成

が変化し、一人ひとりの暮らし方も変化してきています。ご近所同士の繋がりや地域
の繋がりも薄れがちになる中で、社会的孤立や介護負担の増大などの課題も生じて
います。社会状況の変化に合わせ医療保険制度や介護保険制度等の社会保障
制度も改正が続けられています。一方で高齢期を迎え、第２の人生を生涯学習や自
治会などの地域活動等、さまざまな形で活き活きと暮らしている方 も々増えています。

誰もが歳を重ねていくなか、高齢期をどの様に過ごし、地域社会の中でいかに暮
らしていくか。「老いの準備・暮らし方」を考えることは、一人ひとりのどのように生き
ていきたいのかということと重なってきます。

住まい、日々の過ごし方、もしもの時の医療や介護、遺言など死後事務。誰もが
迎える「老いの準備・暮らし方」を市民の皆さまと一緒に考えていきたいと思います。

日 時：  11月21日（土）　13:30～16:30（開場13:00）
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）
内 　 容：
①基調講演　「日本の社会保障制度をめぐる動向」
 講　師：目白大学・大学院客員教授　宮武　剛氏
②シンポジウム　「地域における老いの準備・暮らし方を考える」
 シンポジスト 立川病院・認知症疾患医療センター 神山　和子氏
  立川公証役場・公証人 高柳　輝雄氏
  柏町団地隣人会・代表世話人 太田　津子氏
問 合 せ：立川市南部西ふじみ地域包括支援センター（須崎・鉢嶺・伊藤）
 ☎042-540-0311　Fax:42-548-1747
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「アール・ブリュット」をみなさんは、
ご存知ですか？「アール・ブリュット」
とは、加工されていない「生（き）の芸
術」の意味のフランス語で、英語では

「アウトサイダーアート」と称され、伝
統や流行、教育などに左右されず自身
の内側～湧き上がる衝動のままに表現
した芸術といわれている。今回は、今
年「アール・ブリュット立川実行委員会」
を立ち上げた松嵜さんに話を聞いた。

○活動のきっかけ
もともとは美大を卒業した後、アニメ

の背景を作成する仕事を子育てと両立
していた。しかし、障害のあるお子さん
が学童保育に入れなかったことをきっ
かけにお子さんのサポートを優先にす
るようになった。
 障害のある子ども達が、普通学級に
介助員をつけて入学できるように市の
教育委員会と話し合ったり、中学校に
エレベーターを設置してもらうなど働き
かけた。障害があっても健常者ととも
に生活をさせたいという思いがあった。

○臨床美術士
多くの子どもたちにアートを教えてい

るうちに興味深い資格を知った。それ
が「臨床美術士」だった。その資格は
アートプログラムに沿って創作活動を
行うことにより脳が活性化し、認知症
の改善や発達が気になる子どもへの
ケアなど、医療と美術、福祉の壁を越
えた新しい資格だった。松嵜さんは、

夜間の学校に通いながら臨床美術士
の資格を取得。資格取得後は、臨床
美術士として活動し、さらに活動の幅
を広げるため「たま fun アート」という
臨床美術士のグループを立ち上げた。
グループだからできる企画、講座、さら
に臨床美術士同士での勉強を繰り返
し、知識を深めている。

○アール・ブリュットへの興味
長野オリンピックがあった当時「アー

トパラリンピック」が開催された。そこ
で松嵜さんは、障害のある方たちの芸
術を目の当たりにし、「心の底からグッ
とくる、パワーがあって感動が呼び起
こされました！」と力強く語る。アール・
ブリュットは、障害者と健常者、福祉と
アートといったさまざまな垣根を越えた
芸術作品。地域によっては、アール・
ブリュット専用の美術館などもあるそう
だ。松嵜さんは、「人を感動させる芸
術作品をもっと世に伝えたい。」「さまざ
まな人がアール・ブリュットの活動を応
援できる世の中にしたい」という思いが
湧き出てきた。

○アール・ブリュット立川実行委員
会発足

そして今年「アール・ブリュット立川

実行委員会」を発足。発足してまもな
いが、作品をどのように集めたかと聞
いてみると、「ご自宅までおしかけまし
た！」と笑顔で答えてくれた。「どこの
誰だかわからないから、最初は自己紹
介から始まって、作品を見せて頂ける
までにとっても時間がかかった事もあり
ます。」「コミュニケーションが上手くで
きない障害のある方がすばらしい表現
をされり、私たちだったら絶対できない
とっても細かな作業をしたり、目が不自
由な方が、触った感触だけで形を作り
上げたり、本当に感動的なものばかり
です。」　と言った。今回のアール・ブ
リュット立川２０１５は、多くの協賛企業
も必要であるが、ポスターやチラシに
は思いに賛同した企業や、今までの縁
でつながた団体の名前が、ズラリとな
らんでいる。また個人の方たちの協賛
も心強い支えになっているそうだ。
○今後の目標
 「アール・ブリュット立川実行委員会
を発足したのは、社会全体が障害者と
健常者の垣根を越え繋がるきっかけを
作りたかったから。」「2020年にアート
パラリンピックを多摩地域でもやりた
い。」「地域によってはアール・ブリュッ
トを商品パッケージにするなど、企業
や社会全体と一緒になって障害者が
活躍できる場がある。そんなきっかけに
アートパラリンピックができればいい。
そして障害者の自立につなげたい！」と
松嵜さんは、語った。

目標は、いつか立川市にアール・ブ

リュットの専門美術館ができ、アートを
架け橋に障害者も自立し健常者と一
緒に活動できる環境にしていきたいと
考えている。これまでの経験から「障
害者が普通に社会と交わっていけるよ
うにしたい」という、この気持ちが松嵜
さんの思いをさらに熱くさせるのではな
いだろうか。 熱い思いに私も元気の
パワーをもらった。

 （編集委員　齋藤道子）
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元気 人
委員長　松嵜ゆかりさん

楽しむ楽しむ
「アール・ブリュット実行委員会」

アール・ブリュット立川 2015
期 　 間：10月14日（水）～18日（日）
開館時間：10:00～19:00
会 　 場： 伊勢丹立川店
 ５階　特別室
 ２階　正面玄関脇
入 場 料：無料

デイサービスセンター(高齢)作品展示会
デイサービスセンター（高齢）の作品展示会を開催します。小さくて

かわいい手工芸品や大きく迫力あるアート作品など、利用者の皆さま
が一生懸命作り上げたさまざまな作品を展示する予定です。お近くま
で来られた際にはぜひ、お立ち寄りください。
日 時：10月19日（月）～10月23日（金）9:30～18:30
場 所：立川市総合福祉センター2階　階段前
 （立川市富士見町2-36-47）
問合せ：立川市社会福祉協議会　デイサービスセンター
 ☎042-529-8396

立川市社会福祉協議会デイサービスセンターご利用者募集中！
（介護予防通所介護・通所介護・認知症対応型通所介護）

介護保険にて要介護及び要支援の認定を受けた方に対し、送迎、
入浴及び食事の提供、レクリエーションなどの介護サービスを提供して
います。当事業所では、要介護状態を悪化させないことを目的に、リハ
ビリ専門の職員を配置して機能訓練を実施しています。また、生活の豊
かさの向上を図るよう、レクリエーションや四季折々の行事等にも力をい
れています。見学随時受け付けています。まずは下記担当へ連絡くださ
い。
送迎範囲：富士見町、曙町、錦町、高松町、緑町、柴崎町
問 合 せ：立川市社会福祉協議会デイサービスセンター
　　　　☎042-529-8396 （五十嵐）

平成27年度 立川市障害者週間
チャレンジを感動に ～地域で生きる、働く、つながる立川～

「立川市障害者週間」とは、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設定
されました。
■「みんなの学校」上映会とレモンさん（山本シュウ氏）講演会

日 時：12月６日（日）１２：３０開場、１３：00開演
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）

■展示と体験
日 時：１２月３日（木）～９日（水） １０：００～１６：００ 
場 所：立川市役所 １階 多目的プラザ（立川市泉町1156-9）
・ 市内小学4年生が描いた「障害者の絵」やリフターや福祉機器の

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・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　
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 ☎/Fax：042-507-6015（岡田さん）
　  ※詳細は立川市の11月広報に掲載予定

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
 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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言葉にかえて（寄付者名簿）
平成 27 年 6月1日～ 8月31日 ( 敬称略）

受付月日 寄附金額 氏名・団体名
6月   1日 1,591 第２地区民生・児童委員協議会
6月   5日 4,709 立川市社会福祉協議会 窓口募金箱
6月13日 5,000 エムズ会
6月17日 5,000 石井　セツ子
6月19日 10,000 匿名
6月24日 4,701 第３地区民生・児童委員協議会
6月24日 819 第２地区民生・児童委員協議会
6月24日 10,000 高根沢　次夫
6月24日 2,125 第６地区民生・児童委員協議会
6月25日 300,000 スーパーDステーション立川
6月25日 1,842 第５地区民生・児童委員協議会

受付月日 寄附金額 氏名・団体名
6月25日 831 第４地区民生・児童委員協議会
6月26日 1,559 第１地区民生・児童委員協議会
7月   7日 11,080 磯野　俊雄
7月10日 174 柴崎学習館
7月21日 5,441 匿名
7月22日 2,016 第６地区民生・児童委員協議会
7月23日 1,457 第５地区民生・児童委員協議会
7月23日 938 第４地区民生・児童委員協議会
7月23日 10,000,000 匿名
7月24日 469 第１地区民生・児童委員協議会
7月28日 100,000 昭和第一学園高等学校

受付月日 寄附金額 氏名・団体名
7月29日 1,632 第２地区民生・児童委員協議会
8月10日 30,000 明治大学校友会 東京都立川地域支部
8月14日 4,050 カフェ・キュイッソン
8月18日 12,411 磯野　俊雄
8月25日 970 第２地区民生・児童委員協議会
8月26日 1,966 第６地区民生・児童委員協議会
8月27日 2,419 第２地区民生・児童委員協議会
8月27日 1,126 第５地区民生・児童委員協議会
8月27日 2,139 第４地区民生・児童委員協議会
8月28日 1,263 第１地区民生・児童委員協議会

総額  ：  10 , 527 , 728 円

ご加入いただき、ありがとうございます。
平成27年度　立川市社会福祉協議会　団体会員・個人会員

団体・企業名
株式会社カンワ工業資材 NPO法人テイクオフ NPO法人ゆいま－る（放課後等デイサ－ビス）
日本電技株式会社 立川親と子のよい映画をみる会 福祉あすなろ会
有限会社四季会席  葵 NPO法人相続アドバイザ－協議会 医療法人社団 築真会　つづきクリニック
立川子ども劇場 子育て支援ボランテイア　ミニトマの木 NPO法人こらそん
株式会社ドリ－ミ－ 株式会社東京ビルド 株式会社ショージオートサービス
市民のひろば憲法の会 ア－キフリ－株式会社
こじか園 立川市婦人団体連絡協議会

個人
江夏　徳佳
小林　　登
渡邉　藤嘉
山尾　桂子
梅田　　覚
山﨑　省次

平成 27 年 6月1日～ 8月31日（敬称略）

平成27年度立川市社会福祉協議会会員・会費　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 27 年 6 月 1 日～ 8 月 31 日
地区 自治会名 準会員  個人 団体 加入者数 合計金額

富士見 喜多町会 89 89 46,000

東親和会 93 93 49,000

富士見町４丁目西町会 62 1 63 36,500

東親会 89 89 45,000

富士見町二丁目自治会 6 215 221 111,900

富士見会 1 80 81 45,300

富士見町住宅自治会 17 17 11,500

富一東協和会 54 54 38,000
柴 崎 都営柴六自治会 88 5,000

南親会 1 98 99 50,300

柴四東親和会 8 195 203 100,200

柴二東部会 34 34 19,500

柴西会 49 178 227 105,900

柴二南明会 157 157 78,500

柴中会 100 100 55,000

柴五会 57 57 28,500

しばさき会 2 127 129 64,100

柴一協和会 1 134 135 71,800

柴二共生会 2 80 82 41,200

柴二中和会 95 95 48,500
錦 錦六会 811 50,000

錦東和会 80 80 44,500

錦和会 1 44 45 24,800

錦町五丁目親和会 115 115 67,000

錦西協力会 480 20,000

錦みよし会 612 30,000

錦東会 44 44 23,000
羽 衣 羽衣第３アパート自治会 7 7 3,500

羽衣町二丁目北町会 3 134 137 71,900

羽衣町みのわ会 174 175 93,500

羽衣町住宅管理組合自治会 13 13 7,500

羽衣町三丁目自治会 61 61 30,500

羽衣町１丁目第２アパート自治会 145 5,000

東羽衣会 213 213 107,000

羽衣本町会 2 295 297 149,100
曙 曙二南町会 110 10,000

曙一南自治会 27 123 150 70,800

曙町三丁目西和会 3 91 94 46,900

曙一東自治会 139 10,000

曙三東町会 203 203 104,000

曙町三丁目仲和会 20 154 174 85,300

地区 自治会名 準会員  個人 団体 加入者数 合計金額
高 松 高松町松友会 108 108 54,500

共栄会 43 43 24,000

高松町三丁目松栄会 2 49 1 52 32,100

高松町仲和会 405 5,000

高松町南自治会 7 138 145 75,000

高昇会自治会 1 80 81 40,800

高松町一丁目協力会 156 156 84,000

高松町東友会 27 130 157 71,400
栄 市営江の島住宅自治会 38 7,600

日の出自治会 238 5,000

東栄会自治会 253 30,000

中砂自治会 129 129 12,900

睦会自治会 77 77 39,500

第二団地自治会 154 10,000

新栄自治会 42 1 43 4,700

南栄会自治会 72 5,000

南砂川自治会 430 60,000

江の島道東住宅自治会 37 37 26,000

南部自治会 97 237 334 141,300
若 葉 旭自治会 19 5,000

緑ヶ岡ハイツ自治会 62 62 33,500

若葉町団地自治会 1463 5,000
幸 西けやき台団地自治会 240 30,000

幸町２丁目都営アパート自治会 7 7 3,500

多摩文化村自治会 9 9 5,000
柏 トミンハイム立川泉町自治会 383 10,000

砂７七夕会 15 1,500

都営柏町自治会 5 5 3,000

北砂川自治会 3 3 2,000

上水自治会 15 15 11,000

こぶし自治会 2 2 2,000
砂 川 一番組自治会 1 260 261 133,800

ハイホーム立川一番町自治会 162 5,000

四番組自治会 338 30,000

三番組自治会 214 214 114,500

二番組自治会 155 1 156 83,000
西 砂 宮沢組自治会 86 5,000

天王橋自治会 140 20,000

殿ヶ谷組自治会 43 43 28,000

諏訪の杜自治会 8 8 4,000

自治会　総合計 432 5544 3 12,801 3,369,600



ＮＰＯ法人設立ガイダンス
「NPOってなんだろう」「法人化のための手続きは？」という方を対象とした

入門講座です。NPO法、法人化の意義、申請上の注意点、必要な実務等、
基礎から説明します。NPO活動に関心のある方、非営利団体で活動されてい
る方、立川市内に限らず、興味のある方の参加をお待ちしています。

日 時：  11月18日（水）　19：00～21：00
会 場：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）
定 　 員：  20名程度
参 加 費：  500円（資料代含む）
申 込 み：  市民活動センターたちかわ　（立川市富士見町2-36-47）
  ☎042-529-8323　Fax 042-529-8714

楽市案内人ボランティア
11月7日、8日に行われる「たちかわ楽市」での「楽市案内人ボランティア」

を募集します。内容は、楽市に遊びに来た人への会場案内や、障害のある方
への買い物サポートです。ボランティア参加へのきっかけを探していた方！私た
ちと一緒に楽市を盛り上げませんか？

日 時：  11月7日（土）9：00～12：00
会 場：昭和記念公園みどりの文化ゾーン
  　※「あけぼの口」前に集合してください。
定 　 員：  20名程度
締 切 り：  10月30日(金)
申 込 み：  市民活動センターたちかわ　（立川市富士見町2-36-47）

  ☎042-529-8323　Fax 042-529-8714
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■老後の備え！知っておきたい制度と事業

～成年後見制度と日常生活自立支援事業～
“老後の備え”として前回のセミナーでは、主に任意後見契約について皆さまと学んできま

したが、今回は“老後の備え”第3弾として、住み慣れた地域で安心して安全に自分らしく生
きるために「成年後見制度と日常生活自立支援事業」について一緒に学びましょう！

日　時：10月24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）
内　容：一部「成年後見制度について」

 　　講師：当会会員　特定社会保険労務士　稲葉　英一氏
 二部「日常生活自立支援事業について」
 　　講師：立川市社会福祉協議会　
 　　　　   地域あんしんセンターたちかわ職員

参加費：無料
定　員： 40名（申込み順）
申込み：三多摩市民後見を考える会　（川杉さん）

 電話か Fax にてお申し込みください（前日まで）　
 ☎ / Fax：042-531-0624　携帯：090-7832-6506
 
■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16回　10月17日（土）　
 第17回　11月21日（土）　
 第18回　12月19日（土）　
 どの回も13:30～15:30　※平成28年1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（岡田さん）☎080-1163-5281
 ※電話受付時間：平日10:00～16:00

■朗読サークル「こえ」と利用者の方の交流会

朗読サークル「こえ」では毎年、録音CD・テープの利用者の方との交流会を行っていま
す。今年度は、南極・北極科学館と国文学研究資料館をご一緒に見学し、簡単な昼食を
とりながら情報交換、歓談して親睦を深めたいと思います。これから録音CD・テープを聞い
てみたいと思っていらっしゃる方も大歓迎です。ぜひ、ご参加ください。

日　時：11月13日（金）　10:00～13:00頃
場　所：南極・北極科学館と国文学研究資料館（立川市緑町10-3）
参加費：無料
申込み：立川市朗読サークル「こえ」 ☎042-384-0028（坂場さん）

  ☎042-536-1446（市谷さん）

■平成27年度　企業向けセミナー　チャレンジド（障害者）雇用にCHALLENGE!！

～障害者とともに働くこれからの会社経営～
今回のセミナーでは、障害者雇用の実際から支援機関・助成金制度の活用までを具体

的にわかりやすく説明いたします。
日　時：10月6日（火）14:00～16:00（受付13:30～）
場　所：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）
対　象：障害者雇用にご関心のある企業、立川市行政機関の皆さま
内　容：「今、あなたが聞きたい・知りたい情報がここに！」

 1部：「立川の企業から情報発信」14:00～14:55

 ◇障害者雇用の取り組みと企業に対する支援・助成制度について
 （株）いなげやウィング　部長　石川　誠氏
 ◇障害当事者からのメッセージ
 （株）いなげやウィング チャレンジパートナー　小泉　比路喜氏
 2部：「グループディスカッション＆アドバイス」　15:05～16:00
 ◇ディスカッションコーディネーター
 　立川市手をつなぐ親の会 野々　久美子氏
 　立川市肢体不自由児・者父母の会たつのこ 谷川　香月氏
 　立川精神障害者家族会（立川麦の会） 岡田　治氏
 ◇障害者雇用アドバイザー
 　自立生活センター・立川 井上　貴央氏

参加費：無料
申込み：先着20名

 メール又は Fax でお申込みください（10月3日（土）必着）　
 *r.fukuda＠ikuseikai-tky.or.jp
 Fax：042-528-3526　ご所属、お名前（参加される方全員のお名前）
 ご連絡先（TEL・Fax）をご記入ください。

問合せ：野々（のの）さん　☎090-7729-4911
 ※申込先とは異なりますのでご注意ください

■第15回　心の健康を考える講演会
　「障害者権利条約と意思決定支援」

精神障害者が地域で自立して生活していくために、生活のあらゆる側面において尊重さ
れ、必要な支援が受けられるよう、その「意思決定支援」のあり方を、長年、知的障害者の
意思決定支援に取り組んでこられた柴田洋弥氏の講演を通して考えます。

日　時:10月24日（土）　14:00～16:00
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）
講　師：柴田　洋弥　氏（日本自閉症協会　常任理事）
対　象：精神障害者のご家族・ご本人及び一般市民
定　員：80名（申込不要）
参加費：無料
問合せ：立川精神障害者家族会（立川麦の会）　☎042-507-6015（岡田さん）

■「たまねこまつり2015」を開催します

多くの方々に「地域猫活動」のことを理解していただき、飼い主がいない猫を解消するこ
とを目的に、多摩地域の活動団体が集まり、啓発活動や猫の譲渡相談会などを行います。
猫が好きな方や猫に興味・関心のある方はもちろん、猫が得意でない方や猫にあまり興味・
関心のない方も、ぜひお越しください。

日　時：10月24日（土）　10:00～15:00
場　所：立川駅北口サンサンロード

 ※荒天中止です。会場内に駐車場・駐輪場はありません。
参加費：無料
問合せ：立川市環境対策課　

 ☎042-528-4341（直通）（八谷さん・三木さん）
	 *kankyoutaisaku@city.tachikawa.lg.jp

■防災講演会　女性として！　今こそ知っておくべき防災術

～あなた自身と家族、本当に守れますか？ 子ども・高齢者・女性が直面する
災害時の困難とその対策を学ぶ～

震災直後は、多くの避難所が女性への配慮に欠けていたといわれます。
甚大な被害を受けた被災地では、まずは生きぬくことが最重要。でも、そんな非常時でもで

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 法人に関するご相談を随時受け賜っております。

　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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きる配慮があるはずです。女性に配慮した避難所運営や支援のあり方などを探ります。
日　時：10月9日（金）　10:00開演（9:30開場）
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）
講　師：浅野　幸子氏
参加費：200円（資料代込）
定　員：50名

 ※保育あり　5名程度（要予約、1歳~学齢前、男女平等参画課へ）
 ※男性の参加もお待ちしております。

申込み：男女平等参画課　☎042-528-6801　

■至誠合同バザー

新品衣料や雑貨、食品などの販売。模擬店などの食事コーナー、
お遊びコーナー、オンステージ企画など、児童・保育・高齢の各事業
所が合同で大規模なバザーを開催いたします。

日　時：10月10日（土）　10:00～14:00
場　所：至誠ホーム　（立川市錦町6-28-15）※ お車での来園はご遠慮ください。
問合せ：至誠ホーム　☎042-527-0031（佐藤守さん・旭さん）　

■至誠キートスホーム　ボランティア養成講座

ボランティア活動を始めてみたい方、ボランティア活動に関心のある方への養成講座で
す。ぜひ、この機会に参加して、生きがいや張合いを見つけてみませんか？

日　時：11月4日（水）渡辺　道子氏の講義（Let’s　ボランティア）
 11月11日（水）車椅子体験・食事介助
 11月18日（水）認知症サポーター講座（オレンジリング取得）
 11月25日（水）実際のボランティア活動の内容説明
 ※全4回（1回だけの参加も可）　いずれも10:00～12:00

場　所：至誠キートスホーム（立川市幸町4-14-1）
参加費：無料
問合せ：至誠キートスホーム　ボランティア・コーディネーター

 ☎042-538-2323　Fax：042-538-2324（川井さん・澤田さん）

■第12回児童虐待防止推進月間セミナー
大人も若者も子どもも頼り合い、支えあって暮らし、市民一人ひとりが安心で幸福な生活
を実現する福祉コミュニティづくり～子ども・若者支援ネットワークづくりに向けて～

子どもの貧困問題や孤立した子育て、子どもにどう関わったらよいのか、困っていることを
相談できないでいる家族が多く存在します。そんな困りごとを地域につなげて支えていくため
に、私たちにできることを参加者と共に考える機会にしたいと思います。

日　時：11月13日（金）　14:00～17:00（受付13:30）
場　所：たましん RISURU ホール　小ホール（立川市錦町3-3-20）　

　基調講演：高橋　利一氏（法政大学名誉教授、社会福祉法人至誠学舎立川顧問）
シンポジウム： ①田中　正仁氏（東京都立砂川高等学校通信制課程）

   　高校での「カフェ」の実践を通して見えてくるもの
   ②井村　良英氏（認定NPO法人育て上げネット）
   　若者就労支援の現場から、地域の力に期待すること
   ③高橋　誠一郎氏（至誠大地の家施設長）
	 	 	 　家族再統合の支援から見えてくるもの（仮題）

定　員：220人（申込み順）
参加費：無料
問合せ：社会福祉法人　至誠学舎立川　児童事業本部（古谷野さん、高橋さん）

 ☎042-524-2601　 Fax：042-524-2367　
 * info@shiseigakuen.org
 ※情報保障をご希望の方は、10月23日までにご連絡ください。

■高次脳機能障害のある人が利用できる福祉サービスについて
　～スマイル立川定例会～

事故や病気で脳を損傷した後、今まで出来ていたはずのことが出
来なくなってしまった、会話が難しくなってしまった、性格が変わってし
まったなど「高次脳機能障害」を負ってしまった場合、どのような福
祉サービスが受けられるのでしょう。

立川市障害福祉課の方にお出でいただいて、皆さんで学習しま
す。

日　時：11月10日（火）　13:30～15:00
場　所：立川市総合福祉センター 2階 ボランティアルーム（立川市富士見町2-36-47）
参加費：無料

定　員：20名
申込み：不要
問合せ：高次脳機能障害者と家族・支援者の会　スマイル立川

 ☎042-537-9968（志村さん）

■みんなの展示場中村洋久絵画館からのお知らせ

①岩崎　博の「ガリ版画展」
同氏のガリ工房所蔵品の中から、ガリ版印刷後、水彩で色付けした作品と自ら製本

したガリ版の豆本及びポストカードを展示。
　日 　 時：10月2日（金）～25日（日）　金・土・日、祝日開催　

 　　10:00～16:00（最終日は14:30まで）
②第４回「デジカメ写真大賞」作品募集！

一般応募で、デジカメで撮影した作品。他の賞展に応募していない作品で合成画
像不可。

　応募要件： 大きさA4版、応募点数制限無し。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1セット　100円
　　　　　　締め切り：11月21日（土）まで。郵送可能
　発表展示：12月4日（金）～12月23日（水・祝）　業界紙発表予定
　審 査 員：プロ写真家、雑誌編集者、TV関係、講師等7名で審査
　そ の 他：大賞、準大賞、特別賞等を設け賞状・記念品を贈呈
　支 　 援：ネオ薬局　立川市柴崎町3丁目LILD はなさきビル　
③水彩画スケッチ教室　生徒募集！
　【土曜日コース】旅行先等でスケッチができるように。初心者大歓迎。
　毎月　第二・第三土曜日　毎月継続　10:00～12:00
　会 　 費：月2回　2,000円　入会金無し

 　　　　　　（年１回、休んだ生徒に無料教室）
　講 　 師：市谷　富治氏（元郵政省大臣官房、スケッチ講師10年）
　【日曜日コース】 専門的知識を身に付け、大きめ（F4版以上）の絵を

描きます。
　毎月　第二日曜日　毎月継続　10:00～14:30（注：1日で2回分）
　会 　 費：月2回　3,000円　入会金無し（年１回、休んだ生徒に無料教室）
　講 　 師：久我　修一氏

（プロ画家、多摩美大卒、アメリカへ留学、現：共立女子大、御茶ノ水美術校等講師）

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

■認知症講座「認知症を学び地域で支えよう」

認知症のことを楽しく学んでみませんか？ 医療の進歩もあり、早期に発見し治療を開始す
ることで、進行を遅らせると言われています。また、認知症になったとしても、周りの人の関わ
り方などで、穏やかで充実した生活が可能になっています。

看護師のお話しを聞いたり、楽しい寸劇を見て、新しい知識を得ましょう！

日　時：11月12日（木）13:30～15:30
場　所：砂川学習館　講堂（立川市砂川町1-52-7）
講　師：北部中さいわい地域包括支援センター職員
定　員：50人
参加費：無料
申込み：事前に申し込みが必要。10月27日（火）　9:00から受付開始。

 定員になり次第受付終了
問合せ：砂川学習館（杉田さん・小山田さん）　☎042-535-5959　

 
■青空フリーマーケット　開催

平日の昼間は、保育園として活動していますが、夜間や休日には地域の皆さんのほっとで
きるプログラムを開催しています。

日　時：11月14日（土）10:00～14:00
場　所：砂川口前さくらんぼ保育園（立川市砂川町2-36-13）

 昭和記念公園砂川口前バス停前
 ※出店者同時募集！！（場所代無料）

問合せ：さくらんぼ保育園（鈴木さん）　☎042-537-9440

■キューティ・コア　会員募集

元気に体操♪いきいき生活♪　マットやイスを使ってストレッチ・筋トレ・有酸素運動を
行っていきます。

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）
　参加費：入会金500円 /月会費2,000円
　申込み：①②いずれもキューティ・コア

 　☎042-531-2711（小原さん）

■「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6日（火） 高松 ワードで「往復はがき」の

作成 虹の作成（Jtrim使用）・相談コーナー10月14日（水） 砂川
10月22日（木） 高松 エクセルで「月別予定

表」の作成
フォトスケープの使い方相談コーナー

10月28日（水） 砂川
11月6日（金） 砂川 写真やイラスト入り「年

賀状」の作成 セルの書式設定の活用・相談コーナー11月12日（木） 高松
11月17日（火） 高松 ムービーメーカーでスライ

ドショーの作成11月25日（水） 砂川 相談コーナー・補習コーナー

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）
連絡先：パソコン相談員研究会（若月さん）　☎090-6514-0764

ひと・モノ・募集
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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

◆子どもの保育園のはじめての運動会。パパ友づくりが最大の目的です。	 （共）
◆食欲の秋がやってきました。美味しいものを食べて、暑かった夏の疲れを癒しましょう♪	 （万）
◆運動会など地域行事が多い季節となりました。掲示板や広報などを見ると、様々なイベントがありますね。	 （ゆき）
◆元気人を取材させて頂き強い思いが周りを動かし社会を動かすのだと感動しました！	 （道子）
◆すごく楽しみにしていた編集委員の暑気払い、参加できずに残念です。	 （梶）
◆「健康」というテーマの話しに興味を持つ年齢になってきました！！	 （晶子）

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。

次回の発行は、12月1日です。

■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。

相談の種類 相談員 実施日 実施時間 予約について
①法律相談 弁護士 第 3 土曜日

13:00~16:00
要予約

②相続相談 相続アドバイザー 第 2・4 火曜日
③生活設計相談 ファイナンシャルプランナー 第 3 火曜日
④成年後見相談 司法書士 第 2 土曜日
⑤精神障害者の家族相談 立川麦の会（立川精神障害家族会） 第 2 月曜日 13:30~16:30
⑥ふれあい相談 民生委員・児童委員 毎週木曜日

13:00~16:00 予約不要
⑦アルコール相談 立川断酒会 第 2・4 水曜日

  
　  上記専門相談のお問い合わせ・ご予約は ①②③ 立川市社会福祉協議会　地域総務課　☎０４２－５２９－８３００
 ④　　 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
 ⑤　　 立川麦の会（柳澤）　☎０４２－５６３－４５６９
 ⑥⑦　 実施日には、電話相談も受け付けています。相談専用 ☎０４２－５２９－８４２６

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）
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
	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）
ご自宅から訪問先まで直行・直帰のお仕事です。60 代の方も活躍中 ! 初めて
の方、ブランクのある方、ご安心ください ! 丁寧にお教えいたします。
●福利厚生充実しています！
・有給休暇　・健康診断、インフルエンザ予防接種の補助　
・使い捨て手袋、ゴム手袋、マスク、消毒液、ハンドクリーム等支給　・エプロン貸与
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）

社会福祉法人立川市社会福祉協議会 ヘルパー募集


