
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.042-529-8714※「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。
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Vol.123
（2016年7月1日発行）

※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

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
立川社協　会員を募集中！！

あなたの会費が地域福祉の推進に活かされます
孤立防止のために

地域住民同士の
支えあい活動、交流
の場づくりを支援しま
す。

地域の拠点づくり・　　 
福祉教育のために

地域の中で地域の問題を
解決するための学習会やイ
ベントなどを行います。例）
地域懇談会、学校･自治会
への出前講座

困ったときの
相談窓口に

生活設計相談、成年後
見相談など専門相談を行
います。

まちづくりに関する
情報を伝えるために

広報誌「あいあい通信」
やホームページで地域の
情報を発信します。

●立川市社会福祉協議会はこんな活動をしています
市民の地域活動の支援および地域で福祉サービスを必要とされる方々への相談

対応やサービス提供などを行い、地域福祉を総合的に推進することを目的として活動
しています。

●社協会員への加入にご協力ください
社会福祉協議会の活動の基盤は、本会活動に賛同していただける、会員の皆さま

の会費によって支えられています。地域を愛する、多くの皆さまに、会員（サポーター）
となっていただき、地域福祉活動に参加・ご協力いただけるようお願いしています。

●会費の納入方法について
①自治会を通して：�各自治会に取りまとめのご協

力をいただいています。
②窓口にて：社協窓口で受け付けています。
③集金にて：社協職員が直接集金に伺います。

＊＊ 『自治会について』 ＊＊
防犯や防災、「見えない絆」の大切さ

が見直されています。
＊

自治会は、地域住民の皆さまが助け
あって「豊かで住みよいまちづくり」「災
害に強いまちづくり」を行う組織です。

＊
各地域によって様々な活動を行ってお

ります。自治会に加入し、安全・安心な
地域づくりをしませんか。

自治会への加入方法など…
お問い合わせは、立川市協働推進課

☎528-4315まで

社　協　会　費
平成28年4月1日～29年3月31日まで
個人会員 500円
団体会員 一口 5,000 円から



年に一度、西砂川地区で開催されてい
る「おたのしみ交流会」。地域に住むお年
寄りと子どもたちがレクリエーションや昼食
を共にし、楽しいひとときを過ごす毎年の
恒例行事です。　
民生･児童委員、子ども会、グッドネイ

バー西砂・一番の協働で開催されています。
普段の生活では、家族以外の多世代と

触れ合える機会が少なくなっています。地
域のさまざまな大人たちと子どもたちが一緒
になり、おもてなしの気持ちを持って、お年
寄りをお迎えするこの交流会。お年寄りに
とっても、子どもたちにとっても、多様な人
と知り合える新鮮な時間となっていました。

「毎年楽しみにしている」「みんなで賑やかな昼食が嬉しい」という参加者の
声に応え、長年この会を続けている協働団体や、賛同して集う方々の“想い”
が、よりよい地域を創っていく力であることを感じました。
今後も地域福

祉コーディネー
ターとして、「お楽
しみ交流会」の
ような「相互交
流」の場を、住民
の皆さんと一緒
に広げていきたい
と思います。

熊本震災から３か月が過ぎようとしていますが、いまだ復興への道のりは険しく、自宅に戻れず避難所生活を余儀なくされている方々がいます。一方で、
ボランティア等の支援により、少しずつ前進をしている地域もあります。
立川市社会福祉協議会では、熊本への継続的な支援をするために、「義援金」の募集を行っています。立川市総合福祉センター内に募金箱を設置

しておりますので、ぜひ、ご支援をお願いいたします。
また、７月１０日(日)午後には、立川駅において立川市災害対策ネットワーク※による街頭募金の実施を予定しております。駅付近へお立ち寄りの際

にはご協力いただけると幸いです。
※立川市災害対策ネットワーク…

企業、市民活動団体、行政関係機関等で構成されるネットワーク。平時より発災時の連携の在り方について、各自の取り組みの共有・
合同での訓練を行っている。

地域では、住民主体によるさま
ざまな活動が行われています。そ
の中でも人気があり、比較的気
軽に始められる活動が、「体操
教室」です。富士見町・柴崎町
では、昨年1年間で数か所、新
たな体操教室が、住民の手に

よって立ち上がっています。
健康づくりのために日常的な運動を…とはいえ、「なかなか一人で

は続かない」という方も多いのではないでしょうか？けれども、歩い
て行ける身近な場所で、ご近所の皆さんで集まって体操すれば、気
軽に楽しく、運動を続けることができます。
また、皆さんが口を揃えておっしゃるのは、「おしゃべり」も楽しみ

の一つだということ。体操が終わったら、メンバーでお茶会や昼食
会に行くのが恒例、という教室もあります。人と交流することで生活
にハリが生まれ、定期的に通う場があることは、生活のリズムを保
つことにもつながります。
何かあった時に気にかけてくれる人の繋がりができるのも良いとこ

ろ。お休みの人がいたら「私、ご近所だから、帰りに寄ってみるわ」と、
そんなメンバー同士の気遣いもあって、特に一人暮らしの方にとっ
ては、日々の安心に繋がっているようです。
地域福祉コーディネーターは、このような体操教室のご紹介や、

立ち上げの応援を致します。
具体的には、会場探しや講師の先生とのおつなぎ、きっかけ作り

の体験会など、一緒に考えます。まずは、「家の近くでもやってみた
い」という方はぜひお声かけ下さい。

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 6 地区地域福祉コーディネーター　柏﨑　琴衣

気軽に行ける
身近な場所で 始めませんか？ 体操教室 「おたのしみ交流会」で感じた地域のパワー！

○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

災害ボランティア活動について

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	042-529-8714
	 *	shimin@tachikawa-shakyo.jp
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ご協力いただきありがとうございます。

H28  熊本地震義援金集計一覧

平成 28 年 4月1日～ 5月31日 ( 敬称略）
寄付者名 募金額

柏町団地 隣人会 50,000
こぶし会館　管理運営委員会
第５地区民生・児童委員協議会 81,135

立川市社会福祉協議会職員 29,165
立川市社会福祉協議会　募金箱 38,249
合計 198,549

○ボランティアをされる方へ○
現地での活動をされる方に、ご注意いただきたいポイントをいくつか挙げさせていただきます。

•現地の状況は刻 と々変化しています。事前に最新の状況を確認してください。

•現地の災害ボランティアセンターや社会福祉協議会のコーディネーターがニーズ把握

を行っています。活動の場合、必ずコーディネーターと事前に調整・打合せを行ってく

ださい。単独での行動は、安全上の観点からも絶対におやめください。

•作業服や備品、個人の食料や飲料、また、現地での宿泊先などは必ず各自で確保し

て下さい。現地での手配は難しい場合がある他、現地の災害ボランティアセンターや

役場などでは復旧活動に多忙なため、相談に応じられない可能性があります。

•活動を行う場合、ボランティア保険への加入をおすすめします。

※ボランティア保険は立川市社会福祉協議会の窓口にて加入いただけます。



■市民向け公開講座「消費者被害から守る、成年後見制度の活用」
地域あんしんセンターたちかわでは、成年後見制度の普及・推進のため

の活動を行っています。今回は、弁護士を講師に招き、悪徳商法等の消
費者被害の問題を通して、成年後見制度について学ぶ講演会を行います。
ご家族や地域で少し心配な方がいる、成年後見制度の利用を考えてい

る方など、是非お気軽にお申込みください。
日　時 :平成28年7月30日（土）　13:30～15:30
場　所 :立川市総合福祉センター�2階　視聴覚室
講　師 :順風法律事務所�弁護士　松村武�氏
定　員 :60名（定員になり次第締切）
参加費 :無料
問合せ・申込先 :地域あんしんセンターたちかわ　☎042-529-8319

■平成 28 年度市民後見人養成講座
今年度も市民後見人養成講座を開講します。それに先立ち養成講座

の説明会を下記の予定で実施しますので、ご興味のある方はお気軽にお
申込みください。

【市民後見人養成講座説明会】
日　時 :平成28年9月10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
内　容 :成年後見制度について

【市民後見人養成講座】
○前　期　基礎講座
　第1回…9月30日（金）�「�高齢者の現状と対応について/高齢者の理解」
　第2回…10月6日（木）�「�障害者の現状と対応について/障害者の理解」
　第3回…10月13日（木）�「成年後見制度の概要について」
　※時間 : 13:30～17:00
　　場所 : 立川市総合福祉センター�2階　視聴覚室
○後　期　市民後見人希望者のみを対象とした養成講座
　第4回…11月11日（金）�「立川市の福祉施策について」
　第5回…11月18日（金）�「地域の現状について」
　第6回…12月2日（金）�「被後見人の支援について①」
　※11月下旬～12月中旬予定（2日間）�「�被後見人の支援について②」

※施設実習
　第7回…12月9日（金）�「�法律知識（契約）について/専門職後見人から

の実践報告」
　第8回…1月13日（金）�「�法律知識（消費者被害への対応）について/

法テラスについて」
　第9回…1月20日（金）「後見支援員の実務について/今後に向けて」
　※第7回以外は全て、13:30～17:00
　　場所:立川市総合福祉センター�2階　視聴覚室にて
　※�プログラムの内容については変更する場合もあります。予めご了承く

ださい。

立川市では高齢者の方々の日常生活の中で発生する
簡易なお困りごとについて、ボランティアの『ちょこっとし
たお手伝い』により、住み慣れたまちで安心して生活でき
る地域づくりを目指し、ちょこっとボランティア事業を行っ
ています。
高齢者の方の「自分で電球を替えることができない」「足が不自由でゴ

ミ出しにいけない」などといった困りごとを解決するために、高齢者の方の
自宅に行ってお手伝いをしていただいたり、市内各地で地域包括支援セン
ターが開催する介護予防教室での会場案内や受付などのお手伝いをお願
いします。
「ボランティアに興味

がある」「自宅の近くだけ
ならできそう」など、ちょこっ
とボランティアの活動に
興味がある方は、ぜひお
住まいの地区の地域包
括支援センターにお気軽
にお問い合わせください。

NPO法（特定非営利活動促進
法）が施行されて17年の歳月がた
ち、全国でも約48,000の法人格
を取得した団体が、さまざまな課題
解決のための社会貢献活動をして
います。
立川市内においても、平成28

年6月30日現在で92ものNPO法人が活動しており、その存在は身近な
ものになってきています。
ガイダンスの中では、NPO法の内容、法人化の意義、申請上の注意

点、必要な実務など、NPO法人についての基本をお話しいたします。団
体の運営について検討をされている方や、法人化に向けて具体的に動き出
している方など、多くの方のご参加をお待ちしております。

日　時 :平成28年7月20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
対　象 : ・ NPO法人格取得を検討されている団体の方�

・非営利団体活動者、行政スタッフ�
・ボランティアセンタースタッフ�
・市民活動センタースタッフ�
・NPO活動に関心のある方

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
　　　�※氏名、住所、ご連絡先をお伝えください。
　　　�☎042-529-8323／FAX	042-529-8714
　　　�*	shimin@tachikawa-shakyo.jp

地域あんしんセンターたちかわからのお知らせ 「ちょこっとボランティア」の活動にご協力ください！

NPO法人設立ガイダンス　開催します！

○各町の福祉包括支援センター 連絡先
地区 町 電話
ふじみ 富士見・柴崎 540-0311
はごろも 錦・羽衣 523-5612
たかまつ 曙・高松・緑 540-2031
わかば 栄・若葉 538-1221
さいわい 砂川・柏・幸・泉 538-2339
かみすな 上砂・一番・西砂 536-9910

見目　恵理（けんもく　えり）
◆地域総務課地域活動推進係
　引っ越しを機に入職させていただきました。
これから立川市について学んで、詳しくなっ
ていけるように頑張りますので、よろしくお願
いします。

山下 温子（やました あつこ）　
◆地域福祉推進課地域あんしんセンター係
　6月から地域あんしんセンターに入職しまし
た、山下です。昨年4月に立川市に引っ越
してきたばかりなので、立川市についてはま
だ知らないこともたくさんあるかと思いますが、
地域の皆様や職場の先輩たちに教えて頂き
ながら、頑張りたいと思っていますので、どう
ぞよろしくお願い致します。

清水 孟紀（しみず たけのり）　
◆地域福祉推進課地域あんしんセンター係
　昨年度まで豊島区にある短時間型のデイサービス働い
ていました。働く中でより「地域に根差した仕事」をしたい
と思い、立川社協に入職させて頂きました。配属されたあ
んしんセンターでの業務は右も左も分からず皆様に常にご
迷惑をおかけしていますが持ち前の元気と明るさを活かして
いきたいと思っております。何卒よろしくお願い致します。

太田 彩未（おおた あさみ）　
◆地域福祉推進課地域あんしんセンター係
　6月から地域あんしんセンターに入職しました太田です。
前職では身体障害者施設で働いていました。趣味は旅行
とドライブです。最近ダイビングの資格も取ったので、旅
行と一緒に行きたいと思っています。不慣れでご迷惑をお
かけすることもあると思いますが、よろしくお願い致します。

NEW
FACENEW
FACE

〜新任職員のご紹介〜
宮崎　晴至 （みやざき　せいじ）
◆事務局長
　6月1日より事務局長に着任いたしました。立川
の社会福祉や市民活動の場面で力を尽くしている
職員と共に、地域の皆さまのお役に立てるよう頑張
らねばと身の引き締まる思いであります。長年培って
きた行政での経験を生かせれば幸いです。これから
も皆さまのご支援とご協力を賜りますようお願い申し
上げます。
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長い間、誰もが良質な音楽を楽しむことのできるコンサートとして、皆さまに愛されたふれあいミュージックフェスティバルですが、今年でファイナル
となります。

長年の感謝をこめて、たちかわ交流大使であり、国立音楽大学招聘教授の山下洋輔氏を特別ゲストに迎え開催いたします。
ちょっと敷居が高いと思っていた方も、子どもや、障害のために行けないと思っていた方も、都心に出なくても素敵な演奏を聴くことが出来ます。

このチャンスをお見逃しなく！！

日　時：�平成28年9月25日（日）14:00～16:00（開場13:15）
場　所：国立音楽大学　講堂大ホール（立川市柏町5-5-1）
入場料：無料（要整理券）※事前のお申込みが必要です。
申込み：平成28年7月1日（金）より受付開始。
� 電話（平日8:00～19:00、土曜日8:30～17:00）
� FAX、E-mailで受付けます。
� �住所、氏名、電話番号、申し込み人数（未就学児は年齢と内訳）�

をお知らせください。先着順。
問合せ：市民活動センターたちかわ
	 ☎042-529-8323　FAX	042-529-8714
	 *	shimin@tachikawa-shakyo.jp

ふれあいミュージック・フェスティ
バルは、多くの方に愛され23回
目となりましたが、2016年開催を
もって終演を迎えます。その立ち
上げから現在に至るまで、出演者
として、実行委員として関わってこ
られたのが声楽家・元国立音楽
大学声楽教授の菅家美保子さん
です。取材当日、菅家さんは声楽
家の華やかさを身に纏い、優しい
眼差しで、ご自宅に迎えてください
ました。
■立ち上げのキーマン
ふれあいミュージック・フェスティ

バルは、東京ガスから市民活動セ
ンター（当時はボランティアセン
ター）に地域貢献を拡げたいとい
う相談があり、そこから菅家さんに
「子どもたちに本物の音楽を聴か
せてほしい」と市民活動センター
がお話しをし、企画実現に向けて
動き始めました。
国立音楽大学の講堂で開催で

きるようになったのも、菅家さんの
ご尽力がなければ実現は難しかっ
たとのことでした。当時、大学の
講堂は落成したばかりで、一般の
方々の、講堂で音楽を聴きたいと
いう思いとは異なり、大学の事情
により借りることができなかったの
です。　
菅家さんは「子どもたちの為に」

という思いでご尽力され、ついに当
時の学長海老沢敏先生のご許可
をいただいたのでした。

■こだわり&ボランティア
年齢や障害の有無などに関わら

ず、誰もが気軽に良質の音楽を聴
くことができる音楽会、というこだ
わりを持ってスタートしたふれあい
ミュージック・フェスティバルでした
が、パイプオルガンを所有する講
堂の設備稼働などでかかる大きな
経費以外に支払いはできず、出演
者への演奏料はだせない状況でし
た。そのような事情で、菅家さんご
自身の出演だけではなく、お弟子
さん、国立音楽大学大学院生や
卒業生へ声をかけて出演者を募る
コーディネートもされるというご苦労
もありました。現在は、本コンサー
トの他にアフターコンサートと称し
て学生達が市内の福祉施設に演
奏を届ける形にまで発展していま
す。また、コンサートのプログラム
作りにおいても、演奏時間や曲目
などに心を配ってこられたお話をし
てくださり、ふれあいミュージック・
フェスティバルを大切にしてこられた
「愛」を感じさせていただきました。

■感化力
ふれあいミュージック・フェスティ

バルに関わってきた学生たちに、
社会福祉協議会・企業と共に演
奏を通じて社会貢献に参加すると
いう、一生懸命な後姿を見せてい
らした菅家さんは、今は音大の教
授としての職を退かれています。年
に一度、先生を囲んで卒業生が集
う会では、いろんな報告を聞くのだ
けれど…みんなも「私と同じような
ことをしている」と笑顔でお話され
ていました。
ふれあいミュージック・フェスティ

バルが開催される時期になると、
街で「また、ふれあいですね」と知
らない方が声をかけてくださることも
あるそうです。「それがとても嬉しい
の」と語られる言葉に、23回の継
続の力、喜びの大きさを、また菅家
さんの果たされたお役の重さを感じ
ました。
■ラストコンサートへの思い
ふれあいミュージック・フェスティ

バルのラストへの思いをお聞きす
ると、「ただただ、あり
がとう！の感謝です。
運営する人も演奏す
る人も、皆さんの力で
できた音楽会です。」
と静かに話されていま
した。

そしてラストには、
世界的ジャズピアニ
ストでたちかわ交流大
使や国立音楽大学招
聘教授を勤められてい

る山下洋輔氏が、菅家さんのお願
いに応えて特別出演をしてください
ます。9月の終演は、すばらしい思
いの詰まったコンサートとして、盛
況の内に幕を閉じるに違いないこ
とを、感動とともに確信しました。

最後に、ご苦労より「実現の時
に一番喜んだのは子どもたちです
よ」とお話されて、当時の子どもた
ちの喜びの感想文を大切に綴じ
られたものを見せて下さり、さらには
「子どもの中から音大に入った子
もいるの。」と嬉しそうに語られる様
子が、とても印象的で、23回とい
う長い期間開催してきた、コンサー
トの歴史的な価値は計りしれませ
ん。

※「このようなお願いごとをでき
ることはないのですが、失礼を顧み
ず私の想いをお聞きくださった山下
洋輔さんに心より感謝と尊敬の念
をお伝えしたいと思います。」菅家

さようなら　ふれあいミュージック・フェスティバル2016　ありがとう

同時
に コンサートを支えてくださるボランティアを募集します！！

コンサートを開催するためには多くの方々の助けを必要と
しています。

障害のある方、ご高齢の方、乳幼児をお連れの方、会場
にご来場くださった多くの方にご満足いただけるお手伝いを
私たちと一緒にしませんか?
当日の準備、コンサート中のサポート、片づけ等当日限り

のボランティアです。
ボランティアに参加される方は担当割をしますので、8/19

（金）までに市民活動センターたちかわまでご連絡ください。

菅家さんが出演された時の様子

4

元気 人
声楽家 　菅

か ん け

家 美保子さん

感謝
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収入
884,170
千円

③経常経費補助金
213,152

（24.1%）

②事業費
169,229

（19.6%）

④受託金 
　269,659
　（30.5%）

④就労支援事業
　13,153（1.5%）

⑥助成金
　4,017（0.5%）

⑥事業
11,745（1.3%）

⑧その他
　31,602（3.7%）

⑦施設整備等
　9,408（1.1%）

⑤貸付事業
943（0.1%）

⑨障害福祉サービス
　等事業
　188,569（0.5%）

⑧就労支援事業
　13,041
　（1.5%）

⑦介護保険
　142,970
　（16.2%）

⑩基金積立資産取崩
　11,558（1.3%）

⑪受取利息配当金
　346（0.0%） ⑫その他

　4,427（0.5%）
⑤分担金
　250（0.0%）

①会費 5,269（0.6%）

①人件費
581,731

（67.2%）

②寄附金 22,485（2.5%）
③事務費
55,882（6.5%）

支出
865,275
千円

平成 27 年度　事業報告及び収支決算報告
平成27年度の事業報告・決算報告が、5月18日の理事会、25日の評議員会にて承認されました。
ここでは、平成27年度決算の報告をさせて頂きます。

平成27年度収支決算報告 〈単位：千円〉

言葉にかえて（寄付者名簿）
平成 28 年 4月1日～ 5月31日 （敬称略） 総額  ：  48,518 円

ご加入いただき、ありがとうございます。

ご寄付いただき、ありがとうございます。

平成28年度 立川市社会福祉協議会団体会員・個人会員入会一覧

団体・企業名
有限会社 金子組
宗教法人 玄武山普済寺
有限会社 保寿産業
税理士法人 藤花
株式会社 けやき出版
株式会社 朝雅
有限会社 四季会席 葵
立川女子高等学校
社会福祉法人 愛光学舎 
愛光あけぼの保育園
在宅介護福祉センター
ハイジ アーサー＆ハイジ 株式会社
東京司法書士会 三多摩支会 
多摩信用金庫  
こじか園
武州交通興業 株式会社
河辺印刷 株式会社
有限会社 旭総合保険センター
たましんリース 株式会社

団体・企業名
社会福祉法人 至誠学舎立川 小百合保育園
立川市商店街振興組合連合会
有限会社 えくてびあん
立川麦の会
アサヒ飲料販売株式会社 東大和支店
東京立川断酒新生会
NPO法人 しらゆり
株式会社 立川印刷所
立川市赤十字奉仕団
宗教法人 諏訪神社
株式会社 アイサービス
立川親と子のよい映画をみる会
社会福祉法人 幹福祉会 
ヘルプ協会たちかわ 移送事業部
ボランティアグループ 木苺
株式会社 益子不動産
前田金属工業 株式会社
岩﨑不動産 株式会社
西東京産業 株式会社

団体・企業名
東京みどり農業協同組合 立川支店
社会福祉法人 東京リハビリ協会
アルムの丘ケアステーション
岩﨑倉庫株式会社
株式会社 高島ビル
医療法人社団 築真会 つづきクリニック
株式会社 クスミエステート
株式会社 多摩健康企画
株式会社 芝建築設計事務所
株式会社 情報実業
ＮＰＯ法人 共同作業所 かたくり
株式会社 アサミ
株式会社 松野商事
日本電技 株式会社 東京本店
株式会社 山本玉翠園
一般社団法人 ほっとステーション
砂川口前さくらんぼ保育園
東京エレベーター 株式会社
株式会社 ハンディキャップ・サービス

団体・企業名
支えあいサロン はなみずき
有限会社 ブイフィールド
一般社団法人 animo
株式会社 村晋興業
株式会社 北田設計事務所
救世軍新生寮
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
航空電子ビジネスサポート株式会社
アール・ブリュット立川実行委員会
あいのて

個人
鍵 　　　譲
大町 　宏志
岸野 　昭男
越川 　康行
金子 利津子
師岡 　　寛
望月 　則敏

平成 28 年 4月1日～ 5月31日( 敬称略）

受付月日 寄附金額 氏名・団体名
4月8日 3,000 新尺八の会
4月8日 3,000 ほっと書道

4月15日 5,799 株式会社いなげや（ペットボト
ルリサイクル協力募金）

4月20日 5,000 昭和の森町会
4月22日 1,430 第１地区民生・児童委員協議会

受付月日 寄附金額 氏名・団体名
4月26日 698 第２地区民生・児童委員協議会
4月27日 2,414 第６地区民生・児童委員協議会
4月28日 1,454 第５地区民生・児童委員協議会
4月28日 1,252 第４地区民生・児童委員協議会
5月10日 12,694 磯野俊雄
5月25日 1,919 第６地区民生・児童委員協議会

受付月日 寄附金額 氏名・団体名
5月26日 1,449 第５地区民生・児童委員協議会
5月26日 237 第４地区民生・児童委員協議会
5月27日 232 第１地区民生・児童委員協議会
5月31日 7,940 匿名

※6月1日以降は、次号（10月1日発行）あいあい通信に掲載させていただきます。

※6月1日以降は、次号（10月1日発行）あいあい通信に掲載させていただきます。
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）13:00～15:30（受
うけつけ

付は15:00まで）
場
ば し ょ
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じょせいそうごう

性総合センター・アイム　5階
かい

　
 （立

た ち か わ し

川市曙
あけぼのちょう

町 2-36-2）　※保
ほ い く

育あり
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といあわ

合せ：NPO法
ほうじん

人たちかわ多
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文化共
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センター
☎＆Fax 042-527-0310　* tmc@poppy.ocn.ne.jp

■防災対策講習会

「これからの防災対策について～その日のために！地域で取り組む防災
まちづくり」をテーマに、いざというときの地震災害から身を守るために重要
なポイントを、立川市防災課職員を講師にお招きし、正しい知識を持つた
めの講習会を行います。

日　時：平成28年7月8日（金）　18：00～19：00
場　所：立川市女性総合センター・アイム　5階　第1学習室
参加費：無料
申込み：国際教育文化交流ビエンベニード会（石原さん）

 ☎080-5412-7142　* si lverl ima36@yahoo.co.jp

第１回弁護士さんと語ろうシリーズ
■憲法から見た労働環境の激変～労働法と労働者派遣法改訂～

市民の皆さん！現在1億総活躍社会を目指して、
労働関連法案が大きく変わろうとしております。法律を
正しく理解して、正しい行動が出来るよう勉強しましょう。

日　時：平成28年7月16日（土）14:00～16:00
場　所：立川市女性総合センター・アイム　5階　第一学習室
アドバイザー：中川瑞代氏（弁護士）
資料代：500円
定　員：20名（申込み順）
申込み：錦法律を知る会（馬場さん）

 ☎070-3542-2860　* ryuu_baba@yahoo.co.jp

■夏休み元気いっぱい親子こんさーと「音楽動物園」

聴いて、見て、歌って、体も動かそう！はじめて生のコンサートを体験す
るちびっ子にぴったりです。動物の歌、手遊びの歌、いろいろな楽器の演
奏、ステージで体操、みんなで歌おう！楽しさいっぱいのコンサートです。

日　時：平成28年7月21日（木）　開場10:15　開演10:30
場　所：たましんRISURUホール　小ホール（立川市錦町3-3-20）
チケット：全席指定　小人800円（3歳以上）、

 大人1,500円（中学生以上）
 0歳～2歳児は無料、但し席が必要な場合は有料。
 ※当日料金各席100円増し。

申込み：たましんRISURUホール　☎042-526-1311
主　催：多摩ミュージック21　

 ☎042-505-7383（チケット以外のお問合せ）

■たちかわ真夏の夜の演劇祭

たちかわ真夏の夜の演劇祭に参加します。演目は「ゆびきりげんまん」＆
「たっきぃレビュー」です。ご来場を心よりお待ちしております。

日　時：平成28年8月28日（日）　14:00～
場　所：たましんRISURUホール　小ホール

○メンバー募集
9月からのボランティア公演に向けて新メンバーを募集しています。

全くお芝居、ダンス経験がなくても構いません。見学はいつでもできま
すのでご連絡ください。

　日　時：毎週水曜日　18:00～
　場　所：立川市子ども未来センター（立川市錦町3-2-26）
　問合せ：中高年パフォーマンスグループ　たっきぃ（福田さん）

 　☎090-4071-3665　FAX 0422-53-9063

■第5回「ママがプロデュースする！0歳からのクラシックコンサート」

今年で5回目の夏のコンサート。ありがとうの気持ちを込めて「感謝」を
テーマに、プレママ、ママへの癒しの曲と乳幼児が喜ぶクラシックなどを
紹介します。参加型プログラムもあります。振ると音が鳴るおもちゃや楽器
をお持ちください。

日　時：平成28年8月29日（月）　開場14:00　開演14:30
場　所：立川市女性総合センター・アイム　1階ホール
参加費：大人1,500円、小学生以下500円

 ※未就学児で大人の膝でのご鑑賞は無料。
問合せ：非営利団体Sawaka Lab（村田さん）

  ☎080-3259-5562　* sawaka.lab@gmail.com

■ベビーボンディング

赤ちゃんにオイルマッサージをしてあげながら親子の絆を深めましょう。助
産師の河先生からのお話も癒されます。ママも心のマッサージになります。

日　時：平成28年8月30日（火）　10:30～12:00
場　所：たまがわみらいパーク・子育てひろば

 （立川市富士見町6-46-1）
定　員：親子10組（申込み順）、

 参加時3ヶ月～8ヶ月で寝返りOKなお子さん
参加費：200円（オイル代）、バスタオル持参
申込み：たまがわみらいパーク事務所

 ☎042-848-4657　※8月8日～23日まで受付

■熊本地震災害から学ぶ

～日々の暮らしを支える女性の知恵と力が減災の原動力～

日　時：平成28年9月14日（水）　10:00～12:30
場　所：立川市女性総合センター・アイム　第3学習室
内　容：講演「熊本地震災害から学ぶ」

 報告「熊本地震支援で見えたこと」
定　員：60名（申込み順）　※保育あり
申込み：立川市男女平等参画課　

 ☎042-528-6801
 ※8月10日（水）から受付開始

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賜っております。
掲載記事に関するお問合せは･･･

　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

*	shimin@tachikawa-shakyo.jp
U R L：http://www.tachikawa-shakyo.jp/skct/
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■「立川手話こぶしの会」会員募集！

地域の聴覚障害者との交流を通して手話技術の向
上に努め、聴覚障害者に関する様々な問題を学び、
共に考えることを目的としています。立川手話サークル
連絡会などに加盟し、活動協力もしています。ボラン
ティア活動（小中学校への手話指導）、春と秋のレク
リエーション、料理教室、学習会などもあります。聴覚
障害のある方、手話を学んだ経験のある方、手話を学
んでいる方、さぁ勇気を出して一歩前進、参加者みん
なが笑顔になる「立川手話こぶしの会」にぜひ見学に
いらしてください。

日　時：毎週水曜日　10:00～12:00
場　所：高松学習館 （立川市高松町3-22-5）
問合せ：立川手話こぶしの会 （原田さん）
☎＆Fax 042-534-0323　* mie-hara@jcom.zaq.ne.jp

■みんなの展示場中村洋久絵画館からのお知らせ

①第2回「デジカメ写真展」
デジカメ写真教室の有志が1年間指導に基づき実践した作品、

約50点を展示。
　日　時：平成28年7月1日 （金）～31日 （日）

 金・土・日・祝日開催
 10:00～16:00（最終日は14:30まで）
②第8回「和紙ちぎり絵展」

教室の有志6名の作品約40点を展示。
まるで水彩画を思わせます。

　日　時： 平成28年8月5日、6日、7日、9日、　
11日、19日、20日、21日

 10:00～16:00（最終日は14:30まで）
 ※8月12日～18日休館

申込み・問合せ：①②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

■ワークショップ「らくらくトールペイント・プーさんを描こう」

初心者の方でも気軽にチャレンジできるように、馴染みのある「はちみつ
をかかえたプーさん」を描きます。講師の方は長年トールペイントの教室に
通われながら、ご自身の作品を製作・展示しながら活動を続けています。

日　時：平成28年7月16日 （土）　11:00～13:00
場　所：チャレンジショップコラボ1階　SOU

  （立川市柴崎町3-8-10）
参加費：2,000円 （材料費、お茶菓子代）
定　員：10名
締切り：平成28年7月13日 （水）
問合せ：NPO法人SOU （そう）　☎042-595-8713 （友田さん）

■会員募集中♪

年齢と共に変化していく身体。老化現象だとあきらめていませんか？運
動は養生法の大きな柱です。少しずつ体を動かして自然治癒力と共に生
活の質（QOL）を高めていきましょう。

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（月4回）
問合せ：キューティ・コア（船山さん）　☎042-535-0677

■子連れヨガ・ピラティスレッスン　

　　　　　　　　

専門のインストラクター指導のもと、
週替わりでヨガ・ピラティスレッスンを1
時間受けられるサークルです。お子さん
連れ （0歳～）OKです。また月1回は
レッスン後にお弁当会をして、楽しく交
流・情報交換もしています。ぜひご一緒
に、健康でキレイなママを目指しましょう！ 

日　時：毎月第1・3水曜日　ヨガ　10:30～11:30
 毎月第2・4水曜日　ピラティス　10:00～11:00

場　所：滝ノ上会館（立川市富士見町4-16-10）
参加費：1回800円
申込み：子連れサークル angeアンジュ（中出さん）

 * ange.taiken@gmail.com

■オストミー立川つむぎの会へのお誘い

私たちは内部障害、オストメイトの会です。排泄という重要な生理機能
に障害を抱えて生活しています。そんな中での失敗談、経験談、嬉しかっ
たこと、悲しかったことを話し合いましょう。オストメイト、ご家族の方、興味
のある方、どなたでも随時ご参加お待ちしています。

日　時：毎月第3木曜日　10:00～12:00
場　所：立川市総合福祉センター・ボランティアルーム 

 （立川市富士見町2-36-47）
年会費：500円
問合せ：オストミー立川つむぎの会 （石川さん）

 ☎042-522-6910　* isikawa-m@jcom.zaq.ne.jp

■パソコン入門講座「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。
月　　日 場所 10：00～12：00 13：30～15：30

 7月 4日（月）砂川 ワードで複数画像を作り
スライドショーを作成

相談コーナー・補習コー
ナー

 7月 13日（水）砂川 ワードでアルバム作成 ワードの基本的な機能を
学習

 7月 14日（木）高松 相談コーナー

 7月 21日（木）高松 ワードで複数画像を作り
スライドショーを作成

 8月 10日（水）砂川 エクセルで住所録作成 はがき宛名面作成、相談
コーナー 8月 18日（木）高松

 8月 25日（木）高松 イラスト入り「オリジナルT
シャツ等の作成」 8月 30日（火）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下さい）

費　用： 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）
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

夏！ 体験ボランティア2016 まだまだ参加者募集中！

夏休み期間を利用して、ボランティア活動を体験してみませんか？
学生だけでなく、大人の参加も大歓迎！
さまざまなプログラムを用意しています。詳しくは市民活動センター
たちかわまでお問合せください。
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■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。
◆入梅。私も子どもも外遊び好き。どう梅雨を乗り切るか、悩んでます。	 （共）
◆ふれあいミュージックフェスティバル楽しみです。誰もが集える場がこれからも広がりますように。	 （あい）
◆まだまだ未熟ですが、編集委員の中でも古株になった気が…？　時が経つのが早すぎます。	 （道）
◆猛暑対策、暑苦しい身体をスリムにすべく、ダイエットに挑戦中です！	 （梅）
◆2年間という短い間でしたが、お世話になりました。たった2年の間で人生ががらりと変わりましたが、	
荒波に負けず、がんばっていこうと思います。	 （万）

◆あいあい通信では、普段出逢えないような立場の方々に出逢えてきました。感謝！感謝です！	 （晶）

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 ： info@tachikawa-shakyo.jp

社協案内図

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
●お問合せ：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

シャトルバス時刻表（無料）

○ 運行は月曜日から金曜日
迄です。（土日祝を除く）

○ 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。

立川駅北口→立川市社会福祉協議会 立川市社会福祉協議会→立川駅北口
午前 　９：５０ 午前 　９：４０
午前 １０：３０ 午前 １０：２０
午前 １１：１０ 午前 １１：００
午前 １１：５０ 午前 １１：４０
午後 　１：１０ 午後 　１：００
午後 　１：５０ 午後 　１：４０
午後 　２：３０ 午後 　２：２０

立川市社会福祉協議会(立川市総合福祉センター)までの無料送迎バス

JR立川駅より　
徒歩15分または
JR西立川駅より
徒歩8分

立川駅北口　　
⑩⑪バス停より

「 富 士 見 町 2 丁
目」下車。　　　
徒歩3分

くるりん バス　 
み な みくるりん

「総 合 福 祉セン
ター前」下車。

はじめました！立川市社会福祉協議会 立川市社会福祉協議会 　 検��索

次回の発行は、10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　☎０４２－５６３－４５６９（柳澤）　　☎０４２－５０７－６０１５（岡田）
 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


