
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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※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

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

●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、皆さまのご支援に支えられ、今年70回目を迎え

ます。
これまでのご理解とご協力に心より感謝申し上げます。
今年も10月1日から始まる「赤い羽根共同募金運動」をよろしくお

願いいたします。

●平成27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、それぞれの地域で
福祉サービスを実施している民間社会福祉施設・団体へ配分されまし
た。

平成27年度　立川地区募金額　3,850,923円
【立川市内の配分先】

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
モアコート朝貝第1
モアコート朝貝第2
立川寮
みずほ寮
チャレンジこぶし
福祉工房こぶし
グループホームえがおの家
小規模多機能あけぼのさん家

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
アートリング
立川市障害者スポーツ大会実行委員会
至誠キートスホーム
至誠学園
しらゆり福祉作業所

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。

●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
てみませんか。

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



日　時 :	平成28年12月17日（土）　13:30～16:00
	 （受付13:00～）
場　所 :	立川市女性総合センター・アイム　1階ホール
内　容 :	基調講演とシンポジウム

	 ①基調講演　「高齢期の地域参加と健康寿命」
	 首都大学東京大学院　星	旦二氏（公衆衛生専門医）
	 ②シンポジウム	 「まちに出て生き生き元気！」
	 コーディネーター	 立川市社会福祉協議会　山本	繁樹氏
	 シンポジスト
	 　「子ども食堂の活動について」
	 　　たまがわ・みらいパーク　室橋	三郎氏
	 　「あたみの活動～多世代交流で地域づくり～」
	 　　あたみ　市川	美智子氏
	 　「定年退職後からはじめる地域活動」
	 　　地域あんしんセンターたちかわ　後見支援員	滝島	昭氏
主　催 :	立川市・立川市社会福祉協議会

	 立川市地域包括支援センター・福祉相談センター
申込み :	申込み不要、参加費無料、当日、直接会場にお越しください。
問合せ :	立川市南部西ふじみ地域包括支援センター（伊藤・桒野）

	 ☎042-540-0311　Fax 042-548-1747

デイサービスご利用中に行っ
ていただく様々な趣味活動の中
から生まれた作品を展示いたしま
す。
以前から趣味活動をされてい

た方から、デイサービスの利用を
きっかけに絵画や手芸、書道な
どを始められた方も多くいらっしゃ
います。開催期間中ぜひ足をお
運びいただければと思います。
多くの方のご来展をお待ちしております。
期　日:	平成28年10月24日（月）～28日（金）
※期間中常設展示していますが、最終日は16時00分までとなります。
場　所 :	立川市総合福祉センター2階　エレベーター前
　　　　（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（五十嵐）

多摩地域に住む、芸術の才
能豊かな作家の作品を集めた
アール・ブリュット立川2016
を今年も開催します。昨年は、
大変多くの方々にご来場いただ
き、魂のほとばしる作品を観て、
感動の言葉をたくさんいただきま
した。

アール・ブリュットとは、加工
されてない「生（き）の芸術」と
いう意味のフランス語で、伝統
や流行に左右されず自身の内
側から湧き上がる衝動のままに
表現した芸術のことを言います。
今回も障害のある作家の創造
性豊かで、温かさ、優しさ、不思
議な魅力にあふれる作品を多く揃えました。
また、山下清氏のペン画「はち」と「きんせんか」2点を、NPO法人しら

ゆり（立川市）のご協力により特別展示します。
アートを通して障害への理解を深めていただき、障害のある人もない人も

共に生きる社会、地域の一員として自分らしく心豊かに暮らせる社会の実
現の一翼を担っていきたいと思っています。
日　時 :	平成28年10月26日（水）～10月31日（月）

	 10:30～19:30　※最終日は、17:00まで
場　所 :	伊勢丹立川店5階特別室・2階ギャラリースクエア
入　場 :	無料
主　催 :	アール・ブリュット立川実行委員会
共　催 :	立川市・（株）三越伊勢丹	伊勢丹立川店

	 立川市社会福祉協議会　
問合せ :	☎080-4000-5197（アール・ブリュット立川実行委員会）

	 * abt.tachikawa@gmail.com

プレ展示
期　間 :	平成28年10月1日（土）～10月31日（月）
場　所 :		多摩都市モノレール　

	 立飛駅（イベントスペース）、玉川上水駅、砂川七番駅、
	 泉体育館駅、高松駅、高幡不動駅

立川警察署管内における、平成27年の詐欺被害額は累計1億2000
万円に上り、年間の被害発生件数30件は、東京都内で第4位となってい
ます。「自分は平気」「自分の親は大丈夫」と思っている方もいますが身近
な地域の問題です。
今後、詐欺被害を皆でなくすために、出前寄席も交えてわかりやすく学ん

でいきましょう。
日　時：	平成28年10月18日（火）14：00～15：30
場　所：	立川市役所101会議室（立川市泉町1156-9）
定　員：	90名（申込み不要。直接会場へ）
内　容：	①立川市全体の被害の現状について知る

	 ②	出前落語やＤＶＤの視聴を通じて、分かりやすく悪徳商法に
ついて学ぶ

	 ③	消費生活センターの相談事例や被害に遭わないための心
構えを学ぶ

	 ④各種相談機関の紹介
主　催 :	立川市高齢福祉課・立川市地域包括支援センター

	 地域あんしんセンターたちかわ

第12回　地域福祉市民フォーラムのお知らせ

立川市社会福祉協議会
高齢者デイサービスセンター作品展

アール・ブリュット立川2016
～こころが描くアート～

無料講座
『自分や親を詐欺被害から守ろう！』開催のお知らせ

○お住まいの近くの各地域包括支援センターにお問合せください。
地区 町 電話

南部西ふじみ地域包括支援センター 富士見町・柴崎町 042-540-0311
南部東はごろも地域包括支援センター 羽衣町・錦町 042-523-5612
中部たかまつ地域包括支援センター 高松町・曙町・緑町 042-540-2031
北部東わかば地域包括支援センター 若葉町・栄町 042-538-1221
北部さいわい地域包括支援センター 泉町・砂川町・幸町 042-538-2339
北部西かみすな地域包括支援センター 上砂町・西砂町・一番町 042-536-9910
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「ひとりで食事をすることが多くなったけど、月1回はみんなで昼食をつくり、一緒
に食事を楽しみたいわ」。そんな声から、支えあいサロン「わっははサロン」は始ま
りました。6月から柏町団地の集会室を利用し、11名でスタートしています。団地
の方やその周辺にお住いの方がメンバーです。
きっかけは、3月に開催された「待っています！地域の仲間と出会いのパーティー

（通称：まちパ）」に、サロンの世話人となる岡田さんが参加されたことです。そこ
で隣町で開催されている地域活動を知り、後日、調理活動プログラムに参加され
ました。「自分の地域でも同じような活動をしたい！」と、まずはメンバー探しをされる
ことに。岡田さんが参加していたラジオ体操の場で、自分の想いを話されると、「い
いね！やろう！」と数名が集まりました。それまで挨拶は交わしていたけど、互いの
名前も知らなかったそうです。挨拶って大事ですね！
会場は、柏町団地に住んでいる方から話しても

らい、集会室が使えるようになりました。料理に使
う鍋やフライパンは、「家庭で使っていないものは
ありませんか?」と呼びかけたところ、同じ地域で活
動するボランティアグループの方が、「ぜひ頑張っ
てほしい」と寄付してくださりました。
はじめは一人の想いからだったかもしれません。

それでも言葉に出す
ことで多くの共感を呼
び、地域の中に居場
所ができました。これか
らも地域の皆さまと共
に「わっはは」と笑い
あえるような場をつくっ
ていきたいと思います。

このイベントは、主に立川市
内に住んでいる障害者や元依
存症、元ホームレスなど社会的
少数派（マイノリティー）と呼ば
れ方 と々対話することで、誤解
や偏見をなくし、新たな視点を得
る機会となり、お互いの多様性
を認め合える機会となります。誰
もが生きづらさを抱えることなく暮
らせる立川を目指しています。
このイベントの運営ボラン

ティアを募集します。
受付やタイムキーパーを兼ねての見守りなどを行います。ボ

ランティアを行うことで、マイノリティーの方を身近に感じるこ
とが出来ると思います。開催日前に説明やリハーサルを行い
ますので安心して申込みください。
説明・リハーサル日：平成28年11月26日（土）

	 	 10：00～12：00
本　番：	平成28年12月17日（土）10：00～17：00
場　所：	立川市総合福祉センター館内

	 （立川市富士見町2-36-47）
申込み：	平成28年11月18日（金）まで
問合せ・	申込み：市民活動センターたちかわ

	 ☎042-529-8323　Fax	042-529-8714
	 * shimin@tachikawa-shakyo.jp

障害者週間は、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、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。
■「グレートデイズ」上映・パネルディスカッション
　「障害者から見た立川の良いとこ、好きなとこ」　
　平成28年12月4日（日）12：30開場、13：00上映開始　
	 15：00パネルディスカッション開始
　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）
■立川キャラバン隊「ひこうき雲」　発表会
　平成28年12月8日（木）10：00　
　立川市役所　101会議室
■展示と体験
　平成28年12月3日（土）～9日（金）	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
　＊リフターやコミュニケーション機器など福祉機器の展示・相談
　＊市内障害者福祉関係団体や事業所のパネル・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

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

曙・高松・緑町のお役にたちたい！と考える有志による「あ
たみ塾」が、毎月第一日曜日の午前中に、認定NPO法人育
て上げネットを会場に6月より行われています。「あたみ」という
名前は、曙・高松・緑町それぞれの町の頭文字から取って名
付けました。
「あたみ」は、やりたい人がやりたいことをする場所です。こ

の趣旨に賛同した大学生たちが子どもたちの宿題を手伝ったり、
「様々な体験をしてほしい」と、自分の特技を生かし、バイオリ
ンの体験会を行ったりしています。最初は恐る恐る触っていた子
どもたちも、音が出ると積極的に取り組んでいました。
また、「身近な場所で体操が

したい」というオトナの声に応
え、この地域の体操講師の方が、
「笑いヨガ」の講座を始めました。
子どもからオトナまで様々な年代
の方が参加し、心と身体をほぐし
ながら、笑いに包まれたひととき
を過ごしました。

地域の方の力で多世代交流
の場が始まっています。一度の
ぞいてみませんか？
「地域の中にこんなものがあっ

たらいいのに」「こんなことやりた
い」という声もぜひお聞かせくださ
い。ご縁を広げるお手伝いを致します。

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 3 地区地域福祉コーディネーター　岡部由美 第 5 地区地域福祉コーディネーター　安藤　徹

子どもからオトナまで、みんなで楽しむ「あたみ」 食を通した出会いの場「わっははサロン」

○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

聞いて私のこと　知りたいあなたのこと
変えたいな立川のまち　ボランティア募集
～ヒューマンライブラリー＠立川2016～

平成28年度 立川市障害者週間
～誰もが主役のまち 差別をなくして つながる立川～

平成28年12月3日（土）～9日（金）

みんなで協力して昼食をつくります♪

地域の中での居場所と出番づくり
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家庭には、子どもが幸せに生きる力を育み社会を担う人として自立させる力があります。し
かし、現代社会は、孤立した子育てといわれるようにお母さんがひとりで苦しんでいる状況
があります。子どもにどうかかわったらよいか困っている親御さんを地域につなげ地域で支え
ていくために地域でできることを参加者と共に考える機会としたいと思います。

　

日　時：	平成28年11月4日（金）13：45～15：30　13：15受付開始　
会　場：たましんRISURUホール（立川市市民会館）小ホール（立川市	錦町３-３−２０）
定　員：220人　　参加費：無料
主 催：社会福祉法人　至誠学舎立川　児童事業本部
協 力：社会福祉法人　立川市社会福祉協議会
連絡先：☎042-524-2601　Fax 042-524-2367　【担当：	古谷野、沓野、高橋】
	 * info@shiseigakuen.org ※申し込みは、メールまたはファックスでお願いします。

玉城ちはる（たまき ちはる）
映画、CM音楽制作、コラム・書籍の執筆
活動。2014年初のフルアルバム『私は生
きてる』にてデビュー。アジア地域の留学
生支援活動「ホストマザー」として36名の
留学生を送り出す。全国各地で人権・家族
をテーマにしたイベント・講演出演多数。

高橋教予（たかはし のりよ）
桐朋学園大学音楽学部ピアノ
科卒業。ドイツ、フランス等で研鑽
を積み、幾つかのコンクール入賞
など果たす。1998年より、ソロコ
ンサートや室内楽、伴奏など幅広
く活躍。

立川市社会福祉協議会
【嘱託職員】募集

職　　種 ①サービス提供責任者
②高齢者に係る相談業務等

採用人員　若干名
採用期日　応相談

受験資格
①介護福祉士資格をお持ちの方
　※中型（普通）自動車免許があればなお可
②社会福祉士があればなお可

勤務条件等
雇用形態 嘱託職員

勤務地 立川市総合福祉センター内
立川市富士見町2-36-47

勤務日時

月曜日から土曜日まで週５日勤務
（祭日勤務あり）
時間	８:３0～19:００　
（早番	8：30～17：15　遅番	10：15～19:００）

給　　与 月給１８０，０００円　通勤手当（当会規定により
支給）

雇用期間 採用日～平成29年3月31日　
※採用日応相談	勤務成績等により更新あり

福利厚生 社会保険、資格手当、通勤手当、勤勉手当
（当会規定により支給）年次有給休暇制度等

問合せ
立川市社会福祉協議会・総務担当
　☎042-529-8300　Fax 042-529-8714　

毎年12月3日から12月9日は
障害者週間です。この期間は様々
な意識啓発に係る取り組みが展開
されます。今回は、市内で作業所と
グループホームを運営する、「NPO
法人しらゆり」の石原さん（副理事
長）にお話を伺いました。
しらゆりで育つ
「4歳頃まで作業所と同じ敷地
内に住んでいたので、生まれた時
から知的に障害のある利用者さん
に囲まれて過ごしました」石原さん
は、しらゆり創設者のお孫さんで
す。しらゆりは昭和29年に通園
施設白百合学園として設立されま
した。当時、都下で特殊教育を
行っているのは僅か1学級。「就
学猶予および免除」と言って、多
くの障害児は就学を希望しても入
学が認められない状況でした。「知
的障害を持っていてもランドセル
を背負って普通に通える場所が欲
しい」そんな親の会の願いを受け、
しらゆりは児童の学びの場としてス
タートしました。その後、成人となっ
た利用者さんの「働きたい」という
思いに応え作業所を開設し、現在
は2つの作業所とグループホーム
を運営しています。
「利用者さんには遊んでもらった

りおしめを換えて貰ったり。今でも
頭が上がらない人が3～4人いる
んですよ」と当時を振り返る石原さ
ん。今も昔も利用者さんは家族の
ような存在なのだそうです。

バイクに夢中の青春時代
その後、八王子に移り住んだ石

原さん。高校時代は大好きなバイ
クを購入するためにバイトのできる
学校に進学しました。卒業後は福
祉業界ではなく、バイト先の関連会
社に就職します。しかし「何かが違
う」と退職。そんな時に、母親であ
る玲子さんから手伝ってみないかと
誘われ、しらゆりで働き始めました。
働くってなんだろう
今の仕事についてお聞きしました。

—どんなときにやりがいを感じます
か?
「利用者さんは、いくつになって

も伸び代があるんですよ。例えば
50歳になってできることが増えたり
する。いつまでも成長しているのを
感じると嬉しくなります」
—利用者さんにとって仕事とは何
でしょうか?
「お金を貰えるというのも目的とし

て大きいけれども、働く中で自分の
存在価値とか居場所を見いだせる
というのも大切な事だと思います。
自分が作業所でバタバタしている
と助けてくれる事もよくあります。こ
の仕事に就いた当初は『指導す
る』ってイメージでしたけど、今は
対等な関係。『僕がいないと仕事

が回らないでしょ。いなくなったらど
うするんだよ』なんて言いながら後
輩を手伝う利用者さんを見ると、働
く事の意義を改めて考えさせられま
す」
今後の課題
しらゆりが開所した時から通所し

ている利用者さんは現在70歳前
後です。介護保険対象の年齢に
なっても、まだまだ仕事がしたいとし
らゆりで働き続ける利用者さんもい
らっしゃいます。
「赤い羽根共同募金で送迎用

の福祉車両を購入する事ができた
ことで、高齢化により通所が困難
かと思われた利用者さんが通所で
きる体制を整える事が出来ました。
感謝しています」（赤い羽根共同
募金はこんな所で役立っている
のですね。）
「利用者さんがいるから今の自
分がある。利用者さんは家族のよ
うな存在。出来れば一生を通して
支援出来るような体制を整えてい
きたい。利用者さんが働ける場も
増やして行きたい」ニーズに応える
べく石原さんの挑戦は続きます。
地域の中で共に生きる
石原さんは現在立川在住です。

立川社協の市民活動センターの
運営委員としても10年間活躍して
います。「外に出て行くと刺激を受
けるし、付き合いが広がります。巡
り巡って蒔いた種が戻ってくるよう
な出来事もあります。」と地域活動

にも積極的に取り組んでいます。し
らゆりも地域とのつながりを大切に
してきました。開所当初は、寄付
して頂いた古雑誌や生地で手作
り品を作り、市内の商店に販売し
使っていただいたのだそうです。
現在も根川緑道の清掃活動や

地域合同防災訓練、柴崎町地区
グッドネイバー推進協議会との交
流会などを通して地域とのつながり
を深めています。「街なかで利用者
さんが困っていると連絡を下さる方
もいます。地域の方々があたたかく
支えて下さる。これからも、障害が
あってもあたりまえに受け入れてくれ
る街であってほしい。その分、礼を
尽くしたい」と謙虚ながら共生社会
への期待を語ってくださいました。
あとがき
平成28年4月1日から障害者

差別解消法が施行されました。こ
の法律は、障害を理由にした差別
や権利侵害を禁止し、社会的障壁
を取り除くための合理的配慮をす
るように定めています。
しらゆりは、時代に先駆けて学

ぶ権利と働く権利を具現化してき
ました。石原さんもまた、地域の中
で障害のある方々が生き生きと暮
らせるよう尽力されているのだと感
じました。

誰もが互いを尊重し支え合える共
生社会の実現に向けて、私たちも
何が出来るかを考えてみようではあり
ませんか。（市民編集委員：泉澤）

なんだかんだの子育てコンサート
～こんなはずぢゃなかった～

親子で楽しむコンサート＆ワークショップ「やさしさ貯金ゲーム」
歌とトーク　玉城ちはる　　ピアノ　高橋教予

第13回
児童虐待防止
推進月間セミナー

4

元気 人NPO法人しらゆり副理事長
	　石原康博さん

笑顔
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言葉にかえて（寄付者名簿）

平成 28 年 6月1日～ 9月1日 ( 敬称略） 総額  ：  501,848 円ご寄付いただき、ありがとうございます。
受付月日 氏名・団体名 寄付金額

6月6日 ほっと書道 6,000
6月6日 新尺八の会 6,000

6月17日 スーパーＤ’ステーション立川店 300,000
6月22日 第６地区民生・児童委員協議会 2,336
6月24日 第４地区民生・児童委員協議会 1,768
6月24日 第１地区民生・児童委員協議会 135
6月25日 第５地区民生・児童委員協議会 1,241
6月29日 第３地区民生・児童委員協議会 5,615

7月1日 第２地区民生・児童委員協議会 1,484

受付月日 氏名・団体名 寄付金額

7月5日 明治大学　校友会　東京都立川
地域支部 30,000

7月7日 株式会社けやき出版 6,343
7月8日 ほっと書道 6,000
7月8日 新尺八の会 6,000
7月8日 匿名 73

7月22日 第１地区民生・児童委員協議会 1,204
7月27日 第６地区民生・児童委員協議会 2,047
7月28日 第２地区民生・児童委員協議会 1,179
7月28日 第４地区民生・児童委員協議会 723

受付月日 氏名・団体名 寄付金額
7月29日 第５地区民生・児童委員協議会 1,485

8月4日 磯野俊雄 16,150
8月23日 第２地区民生・児童委員協議会 602
8月24日 第６地区民生・児童委員協議会 2,197
8月25日 第５地区民生・児童委員協議会 1,095
8月25日 第４地区民生・児童委員協議会 1,310
8月26日 第1地区民生・児童委員協議会 370

9月1日 立川市高松学習館 491
9月1日 山口健治 100,000

平成28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 28 年 6 月 1 日～ 9 月 1 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 45,500
富士見町4丁目西町会 72 1 73 41,500
東親会 72 63 135 40,500
富士見町二丁目自治会 221 221 115,000
東親和会 70 70 36,500
富士見会 79 79 47,000
富一東協和会 41 41 25,500
富士見町住宅自治会 17 17 10,500
親生会 78 78 45,000

柴
崎

都営柴六自治会 88 5,000
柴富士会 68 5,000
柴四東親和会 6 194 200 99,400
南親会 100 100 52,500
しばさき会 2 133 135 67,600
柴二東部会 36 1 37 24,500
柴西会 60 172 232 103,350
柴一協和会 123 123 68,500
柴二共生会 82 82 43,000
柴二中和会 92 92 46,500
柴五会 34 34 17,500

錦

錦六会 819 50,000
錦東和会 1 72 1 74 45,800
錦和会 1 46 47 25,800
錦町五丁目親和会 1 107 108 62,800
錦みよし会 603 20,000
錦東会 53 53 28,500

羽
衣

羽衣町1丁目第2アパート自治会 150 5,000
羽衣町二丁目北町会 3 123 126 65,550
羽衣町第3アパート自治会 9 9 6,000
羽衣町みのわ会 147 1 148 80,000
羽衣本町会 290 290 146,000
羽衣町三丁目自治会 28 28 15,500

曙

曙二南町会 110 10,000
曙三東町会 178 178 93,000
曙一南自治会 16 132 148 73,300
曙町一丁目西町会 5 102 107 54,400
曙町三丁目仲和会 2 162 164 81,500

高
松

高松町松友会 78 78 39,500
高松町東友会 14 141 155 74,700
高松町一丁目協力会 163 163 86,000

地
区 自治会名 準会員 個人 団体 加入者

数 合計金額

高
松

高松町南自治会 10 128 138 68,300
高松町三丁目松栄会 39 39 22,000
共栄会 45 45 22,500

栄

南栄会自治会 65 5,000
中砂自治会 159 13,000
東栄会自治会 252 30,000
第二団地自治会 158 10,000
日の出自治会 230 5,000
江の島道東住宅自治会 29 2 31 31,000
睦会自治会 84 84 43,500

若
葉

若草会 44 5,000
緑ヶ岡ハイツ自治会 57 57 30,000

幸
西けやき台団地自治会 240 30,000
文化村自治会 10 10 6,500

柏

双葉自治会 1 1 5,000
七番組自治会 289 31,000
トミンハイム立川泉町自治会 391 10,000
こぶし自治会 104 1,000
北砂川自治会 4 4 3,000
都営柏町自治会 6 6 3,000
青柳自治会 41 5,000
上水自治会 13 13 10,000
五番組自治会 91 91 47,000
みどり自治会 7 7 4,000

砂
川

二番組自治会 281 5,000
四番組自治会 326 30,000
三番組自治会 232 232 118,500
一番組自治会 5 276 281 140,100
ハイホーム立川一番町自治会 163 5,000

西
砂

希望ヶ丘自治会 79 5,000
中里自治会 383 20,000
宮沢組自治会 86 5,000
天王橋自治会 140 20,000
西砂自治会 6 6 3,000
諏訪の杜自治会 62 5,000
立川一番町東団地自治会 551 5,000
殿ヶ谷組自治会 69 69 38,500
エステート立川一番町住宅管理
組合 13 13 12,500

自治会　総合計 198 4637 6 10,723 2,856,600

ご加入いただき、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・個人会員一覧

団体・企業名
立川市肢体不自由児・者 
父母の会　たつのこ
パソコン相談員研究会
有限会社なとりビル
東京税理士会立川支部
株式会社 地域保健企画 ふくじゅ草
社会福祉法人 至誠学舎立川 至誠学園
シバサキ保険事務所

団体・企業名
みんなの展示場 中村洋久絵画館
立川失語症友の会さくら会
NPO法人グループこまくさ
立川バス株式会社
株式会社ドリーミー
特定非営利活動法人 マチエール 花音
株式会社井田環境サービス
社会福祉法人すみれ会

団体・企業名
大和興産株式会社
アーキフリー株式会社
株式会社なかやま不動産
健康ヨガ　さくらんぼの会
鎌田健吾公認会計士税理士事務所
株式会社ビービーシー
総合観光バス株式会社

個人
宇佐美 修司
波多野   進
成田　幸穂
髙橋　　貞
吉澤　　駿
熊田　育郎
野村　　彬
遠藤　浩次

個人
前地　良子
吉原 八重子
渡部 キエ子
神津　英明
川合　泰恵
駒井　　清
伊藤　　清

平成 28 年 6月1日～ 9月1日（敬称略）

※9月1日以降は、次号（12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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■無料パソコン相談会

～わからないことピンポイントで教えます。～
「ワードのココがわからない」、「撮りためたデ

ジカメ写真をパソコンに入れたい」、「住所録を
整理したい」、「Windows10って、なに?」など、
わからないことをベテランのパソコンボランティ
アが無料でお答えします。予約不要。そのまま
相談会場に来て下さい。

日　時：毎月第2・第4土曜日　14：00～16：00
場　所：立川市総合福祉センター2階（立川市富士見町2-36-47）
参加費：無料　※ノートパソコンの人はご持参ください。
問合せ：たちかわパソコン倶楽部（岩間さん）

 ☎080-9973-7751 　* tpc2003@gmail.com

■朗読サークル「こえ」と利用者の方と交流会

立川市朗読サークル「こえ」が主催。講談や語りを聞き、一緒におしゃべりを
楽しみましょう。

日　時：平成28年10月14日（金）10：00～11：30
場　所：立川市総合福祉センター　第1、第2活動室

 （立川市富士見町2-36-47）
参加費：無料
対　象：視覚障害者
締　切：平成28年10月10日（月）
申込み：立川市朗読サークル「こえ」（三浦さん）

 ☎042-522-5608　Fax 042-523-1820

■“三多摩市民後見を考える会"第14回無料セミナー

　願いは必ず叶う！福祉型の民事信託（家族信託）

　～究極の財産管理・財産承継の仕組み～　
障害のある子どもの「親亡き後の問題」、そして認知症高齢者の「配偶者亡

き後の問題」。そこにある、既存の遺言・成年後見制度では超えられない壁を、
福祉型の民事信託（家族信託）が鮮烈に超えていく、そのお話をします。一緒
に学びましょう！

日　時： 平成28年10月29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代表）
定　員： 40名（申し込み順）
参加費： 無料
申込み：三多摩市民後見を考える会（川杉さん）

 ☎&Fax 042-531-0624　携帯電話090-7832-6506

■立川断酒新生会　第17回アルコール勉強会のご案内

　酒を断ち未来に向かおう仲間と共に！

一般市民の方でアルコール問題に関心のある方、
アルコール問題でお悩みの方など、多数のご参加をお
待ちしております。ご多忙のことと存じますが、お誘い合
わせの上、お気軽にご参加ください。心よりお待ちして
おります。

日　時：平成28年10月16日（日）　13：00～16：00頃
場　所：たましんRISURUホール5階　第1会議室

 （立川市錦町3-3-20）
内　容：アルコール依存症ってなに ?
講　師：柴田・武藤ケースワーカー（三船クリニック　精神保健福祉士）
参加費：無料
申込み：不要。当日時間までにお越し下さい。
問合せ：立川断酒新生会　事務局（清水さん）　☎090-9006-7857　

■第16回心の健康を考える講演会　

地域で自分らしく生きるために　～ACTの経験に学ぶ～

日　時：平成28年10月8日（土）　14：00～16：00
場　所：立川市幸学習館　講堂（立川市幸町2-1-3）
講　師： 岩谷　潤氏（メンタルヘルス診療所しっぽふぁーれ・精神科医

NPO法人ゆるら理事長）　
対　象：精神障害者のご家族・ご本人及び一般市民
参加費：無料
定　員：80名（申込み不要）
問合せ：立川精神障害者家族会　立川麦の会（岡田さん）

 ☎&Fax 042-507-6015　　　　　　　　　　　　

■チャイルドラインたちかわ公開講座

　「性に寄り添うことの意味」

　～若年ゲイ男性のライフストーリーを聴く～
生きづらさを抱える性的マイノリティの子どもたちは、どのような子ども時代を

過ごしてきたのか。どのように社会と向き合い、どのようにして人生の展望を描こ
うとしているのか。若い世代の男性同性愛者の方々に聞き取り調査を続けてこ
られた大島岳さんにお話をうかがいます。

日　時：平成28年10月16日（日）14：00～16：00
場　所：立川市子ども未来センター　多目的室（地下1階）

 （立川市錦町3-2-26）
講　師： 大島 岳氏（一橋大学社会学研究科博士課程、NPO法人akta）
参加費：500円
定　員：25名（定員になり次第締切）　
申込み：お名前・ご連絡先を明記し、FAXまたはE-mailにて。

 チャイルドラインたちかわ（山中さん）
 Fax 042-531-5927 　 * cl.tachikawa @gmail.com

■ミニトマの木の“リズム★あそび”

ピアノに合わせて体を動かしたり、季節の歌を
歌い、親子で楽しい時間を過ごしましょう。初めて
のリズムあそび体験しませんか ?

日　時：平成28年10月21日（金） 
 10：30～11：30
場　所：たまがわ・みらいパーク　ドレミホール（立川市富士見町6-46-1）
参加費：無料
受　付：10月1日（土）～12日（水）　0歳から4歳の親子　15組
申込み：たまがわ・みらいパーク　事務所　☎042-848-4657　

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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■第10回　ボランティア募集

ご自宅で療養されている方とご家族の支援や、高齢者施設で過ごされている
方のお話し相手として訪問活動をしています。ボランティア活動から、医療・介
護について学ぶ機会があります。今回は、活動の説明会と訪問看護について
講演をいたします。

日　時： 平成28年11月17日（木） 10：30～15：00
場　所： 立川市総合福祉センター2階団体交流室

 （立川市富士見町2-36-47）
講　師： 午前の部：中村 克久氏（ボランティアさくら代表）

 午後の部：仲山 弘美氏（訪問看護師）
参加費： 無料
定　員： 20名
申込み： 在宅ホスピスケア・ボランティアさくら（岡田さん）

 ☎080-1163-5181（受付時間　平日10：00～16：00）

■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

10月7日（金） 砂川 エクセルで運動会の案内
チラシ作成（A3サイズ）

宛名ラベル作成・補習コー
ナー10月13日（木）高松

10月17日（月）砂川 エクセルでカレンダー作成 補習コーナー
10月20日（木）高松
11月10日（木）高松 ワードで画像やイラスト入り

の年賀状作成
ワードのひな形を使った
年賀状作成・補習コーナー11月18日（金）砂川

11月21日（月）高松 超簡単年賀状作成11月30日（水）砂川 補習コーナー

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）
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。
問合せ： パソコン相談員研究会（若月さん）　☎090-6514-0764

■たちかわ楽市2016　出店ボランティア募集！

NPO法人自立生活センター・立川で活
動している障害者が毎年出店しているお店
「カフェ・ぴあぴあ」の出店の手伝いをして
くれる方を募集します。

物品の搬入・搬出、出店の準備・設営、
飲み物の提供、片付けなど、体力に自信が
ある方をお待ちしております。動きやすい服
装・靴でご参加ください。
障害のある人との交流ができます。

日 　 時：平成28年11月5日（土）8：00～17：00　※時間は応相談
場 所：国営昭和記念公園ゆめひろば（立川市緑町3173）

  物品の搬入・搬出時：NPO法人自立生活センター・立川
  （ 立川市柴崎町2-10-16オオノビル2階）
募集人数：若干名
締め切り：平成28年10月28日（金）
問 合 せ：NPO法人自立生活センター・立川（大石さん、廣瀬さん）

  ☎042-525-0879　Fax 042-521-3134

■第23回宗雲仏像彫刻教室展示会

平成27年度春から制作中～完成品作品。お地蔵様、観音様、明王、菩薩、
如来天部、仏画、レリーフ、約100点あまり展示します。ほほえましくもあり、つ
い、笑ってしまうような・・・作品をぜひご覧ください。ご来場お待ちしております。

日　時：平成28年11月17日（木）～20日（日）9：00～17：00
 （17日 13：00～17：00、20日 9：00～16：00まで）
場　所：たましんRISURUホール（立川市錦町3-3-20）
入場料：無料
問合せ：遊木会（菅原さん）☎090-4001-3639

■憲法から見た同一労働同一賃金

市民の皆さん！現在1億総活躍社会を目指して、同一労働同一賃金が大き
な問題となっております。正規社員と非正規社員、特に派遣社員など賃金格差
が大きく、法律はどこまで対応できるのでしょうか。
法律を正しく理解して、正しい行動ができるよう勉強しましょう。

日　時：平成28年11月19日（土）　18：30～20：30
場　所：立川市女性総合センター・アイム　

 第3学習室（立川市曙町2-36-2）
講　師：平 和元氏（弁護士）
定　員：30名（申込み順）　　　　　　　
参加費：500円（資料代）
問合せ：錦法律を知る会（馬場さん）

 ☎070-3542-2860　　* 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岩崎　博の「ガリ版画展」
　日 　 時：平成28年10月1日（土）～23日（日）金、土、日、開催　

  　10：00～16：00（最終日は、14：30まで）
②第5回「デジカメ写真大賞」作品募集！平成28年11月20日（日）まで
　応募要件：大きさ「A4判」応募点数制限無し
　応募方法：作品裏面に「作品名・住所・氏名・電話」を記載。（郵送も可）
　参 加 費：1点1,000円（額マット貸与1セット100円）
　発 　 表：平成28年12月2日（金）

  　大賞、準大賞、及び特別賞を設け、賞状、記念品を授与
　展示期間： 平成28年12月2日（金）～23日（金）（金、土、日、祝日開催）

③絵・文字画教室生徒募集！絵と文字の2科目指導。
　開 催 日：毎月第二金曜日　13：30～15：30
　会 　 費：2科目で1,500円　入会金無し（詳細は申込者へ文書通知）
　講 　 師： 土本 良彦氏（東京芸術大学日本画卒、日本校分館児童書等）
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

■ワッカフェ with Baby ～ドライフラワーのオーナメント作り～

赤ちゃんのお世話で忙しい毎日。でも、たまには自分の楽し
いことに没頭する時間がほしい！そんなママたちに送る「ドラ
イフラワーのオーナメント作り」。当日の作業も、帰ってお部
屋に飾るのも、きっと癒されます♪
後半のカフェタイムには、なんと！有名カフェショップから出張サービスが♪
プチコーヒーセミナーもついているので、こちらもお楽しみに☆

日　時：平成28年11月7日（月）10：00～12：00（9：50受付）
場　所：立川市子ども未来センター102会議室（立川市錦町3-2-26）
講　師： Dried flower natur（ナチュール）氏
対　象：0歳児の赤ちゃんとママ（1歳以上のごきょうだいの参加不可）
申込み：平成28年10月3日（月）9：00～　12組（申込み順）
参加費：1,000円（材料費・カフェ代）
問合せ：ワッカチッタ（川

かわ

和
わ

さん）
 URL http：//waccacitta.com/waninaru/　

■ワークショップ「ハロウィンのオーナメントを本革で作りましょう！」

初心者の方でも、レザークラフトを気軽にチャレンジ出来るように、ハロウィ
ンのかぼちゃ等を型取ったものに、スタンプや刻印で自分だけのオリジナルの
オーナメント（飾り）を作ります。講師の方が丁寧にご指導くださいますので、ご
興味のある方は是非ご参加ください。お待ちしております。

日　時：平成28年10月22日（土）10：30～12：30
場　所：SOU（そう）（立川市柴崎町3-8-10　コラボ1F）
参加費：1,500円（材料費、お茶付き）
定　員：10名（先着順）　10月15日（土）まで　
申込み：NPO法人SOU（友田さん）

 ☎ 042-595-8713　

ひと・モノ・募集
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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。

◆リオや甲子園での活躍。熱い夏が終わり、身近なイベントが盛り沢山。お出かけが楽しみですね。	 （梅）
◆編集委員が増員♪ご縁がつながり嬉しい。紙面が見やすくなるように編集会議もがんばります！	 （道）
◆ママの出張に伴い、10日間限定の父子家庭を経験。日頃のママの苦労がよ～く分かりました。いつもありがとう。	（共）
◆初めての取材は緊張しました。スタッフに支えられ無事に記事が完成しホッとしています。	 （あい）

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立川駅北口よ
り徒歩15分また
はJR西立川駅よ
り徒歩8分

立川駅北口(10)
(11)バス停より
乗車「富士見町2
丁目」下車 徒歩
3分

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、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　☎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


