
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。

つながり　ささえあう　みんなの地域づくり
歳末たすけあい運動にご協力ください
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（2016年12月1日発行）

〇歳末たすけあい運動とは
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って実施しています。
この運動は戦後の混乱期に、市民のたすけあいの精神により、生活に困窮する人たちに対する物資の持ち寄り運動として始

まりました。その後、時代や福祉課題の変化に応じながら、身近な地域で自分らしい生活を主体的に実現していくための募金とし
て、様々な取り組みに活用されています。また募金期間が年末のため、新たな年を迎える時期に支援を必要としている人たちが
安心して暮らすことができるように、という趣旨もあります。

募金期間　平成28年12月1日～12月31日
〇募金の使いみち
地域の中には、公的なサービスや制度だけでは解決されない問題がたくさんあります。どこの地域においても、改めて地域のつ

ながりを再生させ、身近な住民同士で支えあう「地域の福祉力」を高めていくことが求められています。
立川市社会福祉協議会は、高齢化に伴う介護問題や孤立化の問題、災害への備えなどの福祉課題に対して、住民の皆さま

と地域の社会福祉に関わる多様な関係者と、協働を図りながら解決に向けて活動をしています。歳末たすけあい運動の募金も、
これら立川市社会福祉協議会が行う福祉活動を進めるために活用させていただいております。

平成２７年度　募金実績　5,245,982円

平成29年版カレンダー・手帳をご寄贈ください！
歳末たすけあい運動の一環として、カレンダーや手帳を配布しながら街頭募金をしてくださっている
方々がいます。
ご家庭で不要なカレンダーや手帳（平成29年版）がありましたら、12月26日（月）までに立川市社
会福祉協議会へお持ちください。
なお街頭募金活動は、30日（金）9時半から15時の間、JR立川駅北口デッキ下で行われる予定です。

※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
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①｢元気な歌声ひろば｣始まりました
10月半ばの土曜日、「喫茶ワークショップモア」（錦町）をお借り
して「元気な歌声ひろば」と題し、懐かしい歌をみんなで唄う会を
催しました。3人の音楽ユニット「メゾピア
ノ」による進行で、唱歌だけでなく唄いなが
らの体操なども取り入れて、大笑いしながら
過ごしました。
15名程が集まって約1時間のプログラム。

「普段あまり話をしないので、声が出しづら
かったが、だんだん声がでるようになった」

という感想もありました。終わってからはコーヒーや紅茶を飲みな
がら交流もしました。一緒に唄ったためか、初めての人同士なのに
とても和やかで楽しい時間でした。これからも毎月１回開催してい
く予定です（他の高齢者施設でも開催）。運営のお手伝いも募集中で
す。
②健康麻雀・囲碁・将棋
健康麻雀は根強い人気
があり、いくつかの会場
があります。コーディ
ネーターは卓や牌を揃え
たり、広報のお手伝いを
しています。ある会場
では介護が必要な方が参
加されていて、私もそ
の人の前に座って麻雀
を教えてもらうことにしました。する
と短時間なのに、目の前の人が「私が
サポートしている高齢者（お客様）」
から、まるで「近所に住む、麻雀を教
えてくれる人」とイメージが変わった
のです。遊びは人間関係をフラットに
する、ということを思い出しました。
身近で遊ぶ場所をもっと増やしません
か？

去る 10月 19日・26日に、若葉町の福祉を考える会、北部東わ
かば地域包括支援センター、立川市社会福祉協議会の共催により現
在、社会的な課題となっている「子どもの貧困」について、その現
状と「地域でできることは何か」を参加者全員で共有し、行動に移
すことを目的に連続講座『地域で育もう　子どもの将来＆未来』が
開催されました。
初日はNPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワークの栗林
さんをお招きし、日本における子どもの貧困の現状と、地域での場
開きについてご講演いただきました。現在、豊島区で無料塾や子ど
も食堂を行っている栗林さんの活動の原点は、「子どもたちの居場
所は地域しかない」ということ。これまで食や学習支援の必要な子
どもたちを見守り続ける中で、数えきれない程多くの地域の方たち
と出会い、支え合い、お互いが成長できたそうです。“おせっかい
な人”を地域の中で増やしていくことが、貧困の連鎖を幼少時より
断ち切ることができ
る第一歩である、と
学びました。
2日目は、市内で
実際に住民主体の子
ども食堂や居場所づ
くりを行っている団
体の活動報告を伺い
ました。地域での場
開きを始めるきっか

けや工夫、「子どもたちに大人たちの想いをどう伝えていくか」に
ついて共有し、身近で行う活動のイメージを描くことができました。
今回の連続講座修了後には、「自分のできる範囲で活動したい」「ま
ずは何かやってみたい」という声が多数聞かれました。今回の参加
者を中心に再度集まり、何等かのかたちにしていく予定です。ご興
味のある方はぜひ、お声かけください。

第４地区地域福祉コーディネーター　　柳澤　実

第２地区地域福祉コーディネーター　　早川郁子

街角に音楽と遊びを！

「何か」を始めるきっかけづくり
～子どもの未来を地域で支えよう～

○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 進藤 042-534-9501

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市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。

元気な歌声ひろば 歌の後のお茶の時間

初　日：「子どもの貧困」に関する講演
２日目：地域団体より活動報告

さんきゅう健康麻雀（羽衣町）にて
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「NPO法人の立ち上げを考えているけれど、設立までにはどんな準備
が必要なのだろうか」「法人格をとったらどんな実務があるのだろうか」など
･･･。こんな方はぜひご活用ください。
NPO法人だけではなくボランティアグループや市民活動団体などで、グ

ループ運営の実務をされている方にもご参加いただける内容です。

日　時：	①1月12日（木）「NPO法人設立ガイダンス」
	 ②1月19日（木）「定款のつくり方」講師：森	玲子さん
	 ③1月24日（火）「NPO法人の労務」講師：井嶋	栄治さん
	 ④1月28日（土）「NPO法人の会計・税務」講師：内藤	純さん
	 ※必要な回のみの選択も可能です。

時　間：	①②③は19:00～21:00　　④は10:00～15:00
会　場：	立川市総合福祉センター　視聴覚室（各回同じ）
対　象：		NPO法人格取得を検討されている団体の方、NPO法人・

非営利団体で実務を担当されている方、NPO活動に関心の
ある方

定　員：	各回30名（申込順）
参加費：	①500円　②500円　④500円　③2,000円

『立川市くらし・しごとサポートセンター』は、生活や仕事でお困りの方
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月から生活困窮者自立支援法が施行されたことに伴
い、市から委託を受けています）
■例えば．．．	 〇	一生懸命仕事を探しているが、なかなか見つからない
	 〇	仕事を辞めたので、家賃の支払いが心配
	 〇	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
	 〇	子どもの教育費が心配　　など
■相談内容に	 〇	就労や自立生活にむけてサポートします
　応じて	 〇	必要があれば他機関にお繋ぎます
	 〇	利用できる制度をご案内します

『受験生チャレンジ支援貸付事業』
中学３年生・高校３年生等の受験生を対象に、学習塾の費用や
受験料の貸付を無利子で行います（一定所得以下の世帯の子ども
への支援を目的とした貸付金です）
平成29年2月中旬以降の申込みは受け付けられませんので、

平成29年1月末日までにご相談に来所ください。
※	教育支援資金など生活福祉資金貸付の相談窓口も兼ねています。
　生活保護世帯の方は、市役所の担当ケースワーカーにご相談ください。

問 合 せ：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@tachikawa-shakyo.jp
開所時間：	月～金8:30～17:15（土・日・祝日はお休み）
	 		事前にご連絡をお願いします。

【法律相談】	
相談窓口に寄せられる内容は多岐にわたっており、法律に関するものも
少なくありません。このたび、市内で生活にお困りの方のための無料法律
相談を実施します。
生活やお金、仕事や住まいのことなど、法律に関する問題でお悩みの方

は、弁護士が直接お答えしますので、ぜひこの機会にご活用下さい。	
【予約受付は下記の申込み先にご連絡ください】	
相談実施日	：12月13日（火）	13：00～16：00	（１人30	分程度）	
定 員：6名（定員になり次第受付終了）	※12月1日（木）受付開始
場 所：立川市総合福祉センター相談室（立川市富士見町2-36-47）	
共 催：	 	東京三弁護士会多摩支部、法テラス多摩、
	 立川市社会福祉協議会	

「まちパ」は、立川市で「何かしたい！」と考えている人が、自分の興味
があるテーマやスキルを活かせる活動を見つけ、地域とつながっていくイベ
ントです。
◆出展団体募集中！！◆
当日、まちパを一緒に盛り上げてくださる団体を募集しています！！立川

市内で活動をしている団体・グループの皆さん、ぜひ、PRする場として出
展しませんか？また、「市内の団体とつながりをつくりたい！」と考えている
団体も大歓迎です。12月6日（火）・7日（水）・10日（土）に、出展団
体向けの事前説明会を実施します。参加が難しい方には個別で説明を行
いますので、下記担当者にその旨をお伝えください。
【ご協力いただきたいこと】
（１）団体ブースでの活動紹介・参加者からの相談対応
（２）交流会への参加（参加費として1人500円）
（３）活動紹介冊子に掲載する「団体活動紹介PRシート」の作成
（４）イベント広報、当日の会場設営・片付け
（５）上記事前説明会への参加（可能な場合）
※詳細につきましては、下記の担当者までお問い合わせください。
◎イベント詳細◎

日　時：	平成29年3月11日（土）　13：30～17：00
場　所：	たましん RISURUホール　B1展示室・サブホール

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

NPO法人・非営利団体のための
運営実務あれこれ講座

生活や仕事に関するご相談をお受けします。 生活にお困りの方のための 無料法律相談会

第3回『待っています！あなたの地域デビュー
theパーティー（通称:まちパ）』出展団体募集！

関根　芳彦（せきね　よしひこ）　
◆在宅支援事業課　障害福祉係
　生活介護支援事業所　マンボウ
　介護支援の仕事は初めての体験で不安いっぱいで入
職しました。入職して1ヵ月になり、覚えることがたくさんあ
りますが、しっかりした仕事ができるよう、頑張っていきたい
と思います。今後ともご指導の程よろしくお願い致します。

坂本　克之（さかもと　かつゆき）
◆在宅支援事業課　障害福祉係
　生活介護支援事業所　コスモス
　今年から配属になりました。まだまだたくさん至らない事

　自分が人と関わるときに大切にしていることは、ま
ずは自分自身に対してのチェックです。人と関わる上
で自分自身がわかっていないと相手のことが理解で
きなかったりするのではないかと思っています。
最近では、言わない言葉ですが“お天道様が見て
いるぞ”とやはり母親から言われたことを最近思い出
します。自分がしっかりし
ないと誰かが必ず見てい
るという意味でないかと思
いますがそんな気持ちを
大事に精一杯がんばって
いきたいです。

があると思いますが、利用者様は勿論の事、利用
者様のご家族様ならびに職員の皆さまのお役に立て
ますように努力いたします。よろしくお願い致します。

清水　歩（しみず　あゆみ）　
◆地域総務課　地域活動推進係　総務担当
　皆さまに直接お目にかかる機会は少ないかもしれ
ませんが、市民の皆さまと共により良い街にしていき
たいです。宜しくお願い致します。

坂本　昌好 （さかもと　まさよし）
◆在宅支援事業課　障害福祉係
　生活介護支援事業所　コスモス

新任職員のご紹介
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「ＮＰＯ法人さんきゅうハウス」を
ご存知ですか？
立川市羽衣町に拠点を置くさん

きゅうハウスは、生活上の困難を
本人とともに解決していく活動をし
ているＮＰＯ法人です。ホームレス
状況にある人への食事提供や入
浴サービス、就労支援の他、フー
ドバンク、カフェ運営、「さんきゅう
寺子屋」という大人の寺子屋など
を行っています。
今回の元気人吉村一正（以下

イッセーさん）さんは、そのさんきゅ
うハウススタッフの一人。現在の
活動が「楽しくて仕方がない」と
笑顔で語るイッセーさんにお話をう
かがいました。

始まりは、目白駅近くでビッグイ
シューを高く掲げていた販売員と
の出会い。ビッグイシューはホー
ムレス状況にある人の自立を支援
する冊子で、1冊売ると約半分が
販売員の収入になります。もともと
「ホームレス問題は個人でなく社
会の問題」と捉えていたイッセーさ
ん。「ずっと手を上げていて疲れな
いの？」と声をかけたことをきっかけ
に、毎月2回発売される冊子を販
売員から5冊ずつ購入しては、職
場の上司や同僚に買ってもらう活
動を始めました。1冊300円（現
在は350円）を月に10冊。冊子

は買ってもらえることもあればそうで
ない場合もあります。長く続けるう
ちに「いつまでやればいいんだろ
う」と少し重荷に感じ始めました。
そろそろやめようか・・・そう思い
はじめた頃、ビッグイシューの周年
記念シンポジウムでホームレス支
援を行っている大沢さん（市議会
議員）に出会い、立川でビックイ
シュー販売のための準備等を手伝
うことに。さらにもう一歩先の支援
をするため、一緒に活動していた
仲間と一緒に「ＮＰＯ法人さんきゅ
うハウス」の理事として活動を始
めました。

ＮＰＯ法人さんきゅうハウス発足
から丸５年。「これまでの活動は決
してきれいごとじゃなかった」とイッ
セーさん。ホームレス状況にある
人の運の悪さを気の毒に思い助け
たいと支援しても、なかなか自立に
つながらず失望することも多かった
そうです。利用者同士のいさかい
にがっかりして活動に熱心になれ
なかった時期もありました。それが
今楽しくて仕方ないのはなぜ？「こ
の活動は寄り添い支援。“助けよ

う”	“直そう”としちゃダメ。その人自
身が変わっていくことを信頼するし
かない」。期待というプレッシャーを
かけず、ただ信頼していることを言
葉にして伝えるうちに、その人自身
が自分の強みを見出し始めました。
進んで近隣の清掃をする人、さん
きゅうハウスのカフェで料理をつく
る人、仲間を支える人。その姿を
目の当たりにするうちに「実は助け
られているのは自分の方だったこと
に気づいた」とイッセーさんは言い
ます。「いくつになっても人は変わ
れることを教えてもらった。さんきゅ
うハウスで出会い、お互いに影響
しあい、気づき、変わっていける。」
この連鎖が起こっていくことが楽し
い。

「一寸先は光」「人生って思っ
た通りにしかならない」という言葉
を支えに、今日もイッセーさんは「あ
なたを信頼し見つめているよ」と伝
え続けます。「たった一言で人は
救われる。世の中の一人ひとりが
そんな言葉を言い合える余裕を持
ちたいよね」。支援する・される関
係だけではないお互い様の助け合
いの中で、人が自分らしさを取り戻
し、お互いを気にかけあう。さんきゅ
うハウスからそんなネットワークが
広がっています。さんきゅうハウス
は、月・木・金にカフェ営業を行っ

ています。曜日ごとに変わるランチ
や長岡式酵素玄米、フェアトレー
ドコーヒーが人気です。
ホームレス問題だけでなく、困
難はいくつかの要因が重なって起
きるもの。なぜそれが起きるのか、
どうしたら解決できるのか。それに
はまず知ることから！

人が本になりその経験を語る
「ヒューマンライブラリー」が、12
月17日立川市総合福祉センター
にて開催されます。さんきゅうハウ
スで自分の強みを活かし始めた方
も本として登場します。イッセーさ
んも司書として参加されます。
皆さま、ぜひたくさんの物語に出

会ってください！
（取材：岩﨑）

4

元気 人
スタッフ　吉村一正さん

NPO法人さんきゅうハウス

信頼

何気なく暮らしている私たちの周りに、生きづらさを
感じている人がいるかもしれません。そのように感じて
いる人達に、ちょっと立ち止まって耳をかたむけてみ
ませんか ?
ヒューマンライブラリーとは、マイノリティ（少数派）といわれている
人たち、偏見を受けやすい人たちから直接話を聞くことができるイベント
です。図書館で自分の関心のある本を借りるイメージで、関心のある人
（本）を借りて、30分ほどその人と対話をします。
「知ってもらわなければ偏見はなくならない。」、「自分の考えや生活が
誰にも当たり前のことではないかもしれない。」、そんな思いの人が対話
することで、互いを理解し、相手のことを考えられる人が増えれば、誰も
が住みやすい社会（立川）になるかもしれません。「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」とイベント名に思いを込
めて、今年も開催します。

日　時：	平成28年12月17日（土）	 前半　12:30～受付　
	 	 後半　14:30～受付
	 	 ※1回30分程度
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：不要。当日直接ご来場ください。
※詳しくはHP（市民活動センターたちかわを検索してください）をご覧ください。

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
～ヒューマンライブラリー＠立川2016～
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言葉にかえて（寄付者名簿）
平成 28 年 9月1日～ 10月31日 （敬称略）
受付月日 氏名・団体名 寄付金額

9月6日 新尺八の会 6,000
9月6日 ほっと書道 6,000

9月14日 石川孝子 5,000
9月16日 磯野俊雄 11,460
9月17日 社会福祉法人　東京光の家 200,000
9月23日 寿司勝 375
9月23日 第1地区民生・児童委員協議会 1,233
9月29日 第3地区民生・児童委員協議会 4,317
9月30日 第2地区民生・児童委員協議会 1,277
9月30日 第4地区民生・児童委員協議会 869
9月30日 第5地区民生・児童委員協議会 1,296
9月30日 第6地区民生・児童委員協議会 2,786
10月6日 株式会社ドリーミー 30,000
10月7日 タイ　アヨタヤレストラン 4,554

10月13日 コミュニティカフェ　ステッチ 5,844
10月14日 かつ亭 709
10月14日 フレンド書房 3,015
10月14日 梅の湯 858
10月17日 HASHIYA 5,663
10月17日 みの~れ立川 5,937
10月18日 柴崎町体育会 16,300
10月19日 有限会社　浅見酒店 638
10月20日 匿名 10,000
10月20日 新尺八の会 6,000
10月20日 ほっと書道 6,000
10月25日 第2地区民生・児童委員協議会 546
10月26日 第6地区民生・児童委員協議会 2,082
10月26日 竹本　竹一 10,000
10月27日 第5地区民生・児童委員協議会 1,081
10月27日 第4地区民生・児童委員協議会 628
10月31日 エムズ会 10,000

熊本地震義援金　寄付者名 募金額
O．Z．F．C 14,050
美容室ハレケ 63,476
森の子保育園 8,200
麦 8,978
立川市社会福祉協議会職員 17,308
立川市社会福祉協議会　募金箱 36,927
合計 148,939

総額  ：  360,468 円

NPO法人　テイクオフ
立川市手をつなぐ親の会
社会福祉法人　至誠学舎立川　至誠保育園
チャイルドラインたちかわ
国際ソロプチミスト立川
株式会社みずほ銀行 立川支店
立川マザーズ
社会福祉法人 至誠学舎立川 ワークセンターまことくらぶ
社会福祉法人 東京都同胞援護会 立川福祉作業所
立川市朗読サークル「こえ」

NPO法人 たんとの会 立川けやき福祉作業所
NPO法人 ガイドヘルプサービスあい
文化・芸術いきいきネットワーク
立川市視覚障害者福祉協会
NPO法人　自立生活センター・立川
若葉町の福祉を考える会
在宅ホスピスケア・ボランティアさくら
株式会社　はちす
株式会社　T'sコーポレーション
大貫商事株式会社

団体・企業名

櫻井　百合子
田島　　尚子
大橋　　行雄
野見　千鶴子

江夏　　馨
来栖　友弥
貞島　哲嗣

個人

平成 28 年 9月2日～ 11月2日（敬称略）

平成 28 年 6月1日～ 10月31日（敬称略）

平成28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 28 年 9 月 1 日～ 11 月 2 日
地区 自治会名 募金額

富士見 喜多町会 43,100
富士見町４丁目西町会 37,000
東親会 23,430
東親和会 36,500
富士見会 47,300
親生会 20,000
富士見町多摩川団地自治会 28,300

柴崎 都営柴六自治会 5,000
柴二南明会 44,100
柴西会 93,750
柴二共生会 47,000
柴五会 20,900
柴二中和会 5,000
柴中会 30,000
柴四東親和会 102,200
南親会 49,200
柴富士会 10,000
柴二東部会 23,900
しばさき会 55,600
柴一協和会 93,820

錦 錦東和会 5,000
錦みよし会 20,000
錦和会 24,800
錦六会 20,000

羽衣 コープ西国立自治会 1,852
東羽衣会 20,000
羽衣町みのわ会 88,700
羽衣会 95,750
羽衣町二丁目北町会 85,400

曙 曙三東町会 30,000
曙一南自治会 65,700

地区 自治会名 募金額
曙 ベルシャトゥ立川自治会 5,000

曙町三丁目アパート自治会 27,600
高松 高松町松友会 5,000

高松町東友会 67,410
高松町三丁目松栄会 24,100
高松町一丁目協力会 91,550
高松町南自治会 62,500
共栄会 22,700

栄 プライムガーデン国立自治会 2,500
東栄会自治会 5,000
市営江の島住宅自治会 7,000
睦会自治会 5,000
日の出自治会 20,000
南栄会自治会 5,000
江の島自治会 5,000
第二団地自治会 15,000
江の島道東住宅自治会 27,000
栄町５丁目アパート自治会 5,000
南砂川自治会 20,000

若葉 若葉自治会 5,000
緑ヶ岡ハイツ自治会 5,000
東会 3,000
太陽会 5,000
はなみずき会 3,000
かしの実自治会 3,100

幸 西けやき台団地自治会 20,000
幸町六丁目自治会 25,000
九番組自治会 53,600
文化村自治会 12,200

柏 あざみ苑自治会 5,000
双葉自治会 3,000

地区 自治会名 募金額
柏 西部住宅自治会 14,400

新青柳会 6,000
みどり自治会 5,000
上水自治会 10,000
砂７七夕会 1,500
上水相和自治会 4,000
こぶし自治会 10,400
都営柏町自治会 5,800
上水ニュータウン自治会 5,635
都営柏町第二自治会 5,000
柏町六番組自治会 42,830

砂川 親交自治会 5,000
ハイホーム立川一番町自治会 2,600
三番組自治会 20,000
昭和の森町会 10,000
一番組自治会 10,000
四番組自治会 5,000

西砂 殿ヶ谷組自治会 10,000
立川一番町東団地自治会 10,000
天王橋自治会 30,000
AYUMO CITY ソルヴィエントメイツ
西武立川自治会 5,000

コープタウン立川一番町管理組合 14,200
自治会　合計 2,070,927

赤い羽根　寄付者名 募金額
一般 山田　昇 3,000

塚本　幸枝 1,000
立川市生涯学習市民リーダーの会 1,188
立川市役所職員 32,030
立川市社会福祉協議会職員 25,998
一般　合計 63,216

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

平成28年度 立川市社会福祉協議会 団体会員・個人会員

熊本地震義援金

ご加入いただき、ありがとうございます。

ご加入いただき、ありがとうございます。

平成28年熊本地震により被害を受けられた被災者を
支援するため、義援金を募集をしました。

平成 28 年 9月1日～ 11月2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 富士見町多摩川団地自治会 35 35 21,000
富一東協和会(追加分） 1 1 1,000

柴崎 柴一八幡会 73 73 40,000
柴三北町会 27 27 15,500
柴二南明会 147 147 73,500
柴中会 89 89 49,000

錦 錦町五丁目親和会（追加分） 6 6 4,000
錦二の中町会 57 57 33,500

羽衣 羽衣町住宅管理組合自治会 7 7 4,000
東羽衣会 205 205 100,500

高松 高昇会自治会 90 90 46,000
栄 市営江の島住宅自治会 35 10,000

若葉 若葉町団地自治会 1464 5,000
けやき台団地自治会 85 85 45,000

幸 九番組自治会 104 104 62,500
多摩文化村自治会 8 8 4,000
幸町２丁目都営アパート自治会 7 7 3,500
幸町六丁目自治会 77 128 1 206 90,550

柏 柏町六番組自治会 207 5,000
立川柏町住宅団地管理組合法人評議会 21 21 12,000

西砂 殿ヶ谷組自治会（追加分） 18 18 9,000
自治会　総合計 77 1,108 1 2,892 634,550

※11月3日以降については、2月1日号に掲載します。



平成29年度市民活動団体助成金のご案内
市民活動センターたちかわでは、立川市社会福祉協議会の理念である「誰もが

ふつうに　くらせる　しあわせなまち　立川」をより効果的に推進していくために、市
民の皆さまからお預かりした会費や寄附金を財源として、市民活動団体やボランティ
アグループへ、団体支援の助成事業を行っています。
この助成事業は、市民による審査会により審査・決定しています。団体の公益的
な活動が継続的に行われ、良質なサービスが市民や地域に還元されることを願って
います。
ご不明点などは、市民活動センターたちかわにご相談をお寄せください。
■申請方法などのご案内
1、助成事業内容
　（1）ファーストステップ助成　※設立から3年以内の団体
	 　	団体立ち上げから、基盤の安定に係る事業にお使いいただけます。
　（2）事業継続支援　1団体3回まで
2、助成額　
　（1）（2）ともに1団体につき、最大5万円

3、	助成対象期間
	 平成29年4月1日～平成30年3月31日
4、助成対象
	 	市内に活動拠点が設置されているか、立川市民を対象に活動する5名以上の会
員などで構成され、公益的な活動をする非営利団体

	 ※市民活動センターたちかわへの団体登録が必要です（申請と同時に登録可能）。
	 ※詳細はお問い合わせください。
5、自己負担率
　（1）0％（自己負担なし）
　（2）1回目	10％、2回目	15％、3回目	20％
	 ※申請書は、ホームページからもダウンロードが可能です。
6、申請書の受付期間
	 平成29年2月1日（水）～2月15日（水）　18:00まで
	 平日9:00～18:00　土曜日9:00～16:00（日曜祝日は除く）
	 ※担当者不在の場合もありますので、必ず連絡の上、窓口にお持ちください。
7、問合せ
	 	市民活動センターたちかわ　（担当:岡部・小林）

かつたくん
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イベント・講習・講座

市民活動センターたちかわ
市民活動センターたちかわは、ボランティアやＮＰＯ・地域活動などあらゆる市民活動をサポートするセンター

です。団体運営等のご相談もお受けしています。
ここでは、地域や社会の課題解決に取組む公益的な活動をしている市民活動団体の活動を主にご紹介します。 

■市民のための楽しい音楽講座

音楽にこめられた心と時代背景
<今回のテーマ>
「古今東西の名曲と昔から親しまれている唱歌・童謡等」
講座参加者の飛入り演奏歓迎！歌・コーラスも受付けます。予約時にお申し付

けください。ご家族同伴の場合、乳幼児入場可です。受講生の方に当日資料「音
楽でふりかえる日本の風景」をお渡しします。
☆ 各々の奏者が、曲目に関するエピソードや時代背景を解説。また、受講生から
の質問にお答えします。
☆チャリティーライブです。
日　時：平成29年1月21日（土）　開場13：30　

 開演14：00～17：00終了
場　所：立川市柴崎学習館B1ホール（立川市柴崎町2-15-8）
参加費：無料　
定　員：60名（予約制）
申込み：セーフティ―ライフ（渡部さん）　

	 *music-house-cho@ezweb.ne.jp　 ☎090-3535-7487

■クリスマスお楽しみ会

《子育て交流ひろば立川おもちゃ図書館ぱれっと》
今年も「クリスマスお楽しみ会」を計画しています。　
皆さま、お誘いあわせて、ぜひご参加下さい。支援スタッ
フ手作りの可愛いプレゼントもありますよ！

日　時：平成28年12月13日（火）　13：00～
場　所：柴崎会館1階　（立川市柴崎町1-16-3）
参加費：無料
演　目：ペープサート「にこにこ家族」

 クロスシアター「バスに乗ってGO！GO！GO！」など
問合せ：子育て交流ひろば立川おもちゃ図書館ぱれっと（西村さん）

 ☎090-4609-4968　

■みんなの展示場中村洋久絵画館からのお知らせ

①第5回「デジカメ写真大賞展」
一般応募で寄せられた作品を7名の審査員で審査。大賞、準大賞等各賞含

み全作品を展示。
展示期間：平成28年12月2日（金）～23日（金・祝日）（金、土、日、祝日開催）

  10：00～16：00（最終日は14：30まで）
②「絵手紙教室」生徒募集！

線の引き方等、初歩から丁寧にお教えします。初心者大歓迎！新人も経験者
も楽しめる教室です。絵手紙を貰った楽しさ、差し出した楽しさを味わえます。
開催日：毎月第2木曜日　13：30～2時間程度

会　費：月1,000円 入会金無し（申込者に絵の具、筆等含み詳細な文書通知）
③「デジカメ写真教室」生徒募集！

2名の講師が指導（新しいカメラの操作が分からない方に1名の講師、経験者
の方に1名の講師）。経験者が相談もOK！机上指導と野外指導します。
開催日：毎月第4土曜日　10：00～11：30　机上指導と実践指導
会　費：月1,000円　入会金無し（申込者に詳細な文書通知）
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

■「うまれる」上映会のお知らせ

4組の夫婦の物語を通して、自分が生まれてきた意味や
家族の絆、命の大切さ、人との繋がりを考えるドキュメンタ
リー映画の上映会。日本語字幕が付きますので、聴覚障害
の方もご覧いただけます。

日　時：平成29年1月21日（土）　
 受付開場9：30　上映10：00

場　所：女性総合センター・アイム1階ホール（立川市曙町2-36-2）
参加費：未就学児は無料、小学生～高校生500円、一般800円

 当日受付でお支払いください。※障害者手帳お持ちいただいた方は無料。
 保育はありませんが、小さなお子さまと一緒の鑑賞OKです。

問合せ：生活クラブ運動グループ　立川地域協議会（八木さん）
 ☎042-535-9110／Fax 042-535-9116

■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

 12月 2日（金）砂川 ワードで「クリスマスのイラス
ト」作成

エクセルで「年齢計算表（保
存版）」作成・補習コーナー 12月 8日（木）高松

 12月 14日（水）砂川 エクセルで「家計簿」作成 補習コーナー
 12月 22日（木）高松
 1月 6日（金）砂川 デジカメからパソコンに写真

の取り込みと印刷
ワードの段落の使い方・
補習コーナー 1月 12日（木）高松

 1月 19日（木）高松 ワードで「チラシ」作成
（コピーと貼り付けの習得） 1月 30日（月）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

お問合せ 〒190-0013　立川市富士見町2-36-47
 ☎042-529-8323／Fax 042-529-8714
	 *shimin@tachikawa-shakyo.jp

開所日・時間 月～金曜日　8:30 ～ 19:00
 土曜日　8:30 ～ 17:00
 ※日曜日・祝日はお休みです。 



かつたくん
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ひと・モノ・募集

1994年産声を上げた「ふれあいミュージックフェスティバル」は、長年、子どもからご高齢の方も、障害のあ
る方も、そして、ボランティアの方 も々、コンサートを通じてふれあい、たくさんの感動が生まれました。
始まりも終わりも9月に開催したコンサートですが、クリスマスコンサートとして12月に開催した数年間には、

お楽しみ抽選会もあり、皆さんに楽しんでいただきました。
モーツァルト生誕250周年には、モーツァルトオンリーの素敵なプログラムをご用意し、モーツァルトの世界
に浸ったこともありました。
惜しまれながらも、今年でラストコンサート。早々に整理券受付を終了する事態で、残念ながら受付をお断り

せざる得なくなる盛況ぶりでした。
当日は、1,093名の方にご来場いただき、サックス四重奏、特別出演としてジャズピアニスト山下洋輔氏、

合唱というプログラムでした。最後に出演者が総出演しての「ふるさと」を会場と一緒に大合唱！！　最後まで
会場の皆さまとふれあうことができて感謝です。
また、当日の募金総額は73,985円。多くのご協力をありがとうございました。

■ほっとステーション「コミュニティ広場」からのお知らせ

①ベビーマッサージ教室と大人のリラックスアロママッサージ（毎月第3日曜日開催）
マッサージをしながら、赤ちゃんの体調管理をし、気持ちを落ち着かせるワンポイ

ントアドバイスを専門の講師がいたします。
ベビーマッサージの前後に、アロママッサージをママやパパが10分500円で受

けることもできます。
日　時：平成28年12月18日（日）　10：30～11：30
参加費：500円（オイル代込）
持ち物：バスタオル

②だれでもアート教室
子どもから大人、ハンディのある方でも、脳が目覚めるアートです。
今回はお正月に向けて「おめでたかぼちゃ」が題材です。
日　時：平成28年12月11日（日）　10：30～12：00
参加費：500円（材料費込）　※何も持たずに参加できます。
①②ともに
場　所：さくらんぼ保育園（立川市砂川町2-36-13）
問合せ：さくらんぼ保育園（鈴木さん）

 ☎042-537-9440
 URL：http：//blog.l ivedoor.jp/sakuranbo9440/

■認知症の人の心を感じて

～認知症の人への接し方を模擬体験！～
認知症の人とどのように接したら良いのか困ったことはあ

りませんか ?
認知症に関する情報・知識を学び、心や行動を研究した
“認知症模擬演技者（SPSD）”とのロール・プレイングを
通して、より良い接し方、支援の仕方を学びます。

日　時：平成29年1月15日（日）　13：30～15：30
場　所：こぶし会館　2階（立川市幸町5-83-1）
参加費：無料
定　員：30名（申し込み順）

申込み：NPO法人たすけあいワーカーズパステル（星さん）
 ☎&Fax/042-535-8071
	 * lala-0319pastel@cameo.plala.or.jp

■「あ」の会　おはなしひろば

ことばを話し始めたお子さん、ことばに不安があるお子さん、楽しくお話したいお子
さん、乳幼児、ご兄弟、親子で、ことばや絵本で遊びましょう！「ことばあそび」の遊
び方や絵本の読み方が学べ、お子さんと遊べます。やさしく声を出して、声で遊んで、
ことばで遊んで、おしゃべりしましょう！楽しく体を動かしたり、声を出したりしながらこと
ばへの関心が広がります。絵本を読んだり、絵本の紹介も致します。

日　時：平成29年1月15日（日）　14：00～15：00
場　所：こぶし会館2階和室（立川市幸町5-83-1）
参加費：無料
申込み：NPO法人「あ」の会（佐藤さん）　

 ☎&Fax 090-4621-4868・042-538-3596（「あ」の会）　
	 * info@anokai.gotohp.jp

■「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、至誠キートスホームまで受取りにお越し下さい。

日　時：平成29年1月22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：1月19日（木）
申込み：平成２９年至誠キートスホーム（鈴木さん）

 ☎042-538-2323／Fax 042-538-2324
 ※講座名・名前・住所・電話番号をお伝え下さい

■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―に活動しています。毎回参加できる方、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（詳細は問合せください。）　
参加費：月会費500円
問合せ：市民活動センターたちかわ　☎042-529-8323

■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。

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）
費　用：入会金500円、月会費2,000円（月4回）　
問合せ：キューティー・コア（小原さん）☎042-531-2711

■りさいくるバザーボランティア募集

福祉作業所設立を目指しています。立川市社会教育団体です。2010年に発足
して活動しています。

日　時：平成28年12月23日（金・祝）、30日（金）
 両日12：00～17：30　雨天中止
 ※バザー品の提供いただける方は、事務局までご持参ください。

場　所：憩いの場　（多摩信用金庫本店隣接公園）
問合せ：市民交流喫茶室をつくる会　事務局（箱石さん）

 立川市羽衣町1-11-2-101　☎090-4960-3027

■身近な場所で、定期的に身軽な体操

健康維持のために、運動をしたいが一人ではできない、続かない、という方！軽い
ストレッチ、リズム運動等で気軽に楽しく運動を続けられます。講師や看護師もいて
安心です。運動不足解消にどうぞ！！

日　時：毎月第1、第3金曜日　10：10～11：30
場　所：曙福祉会館（立川市曙町3-44-17）
参加費：1回500円　（別途入会費500円）
対象者：60歳以上の方、申込み順6名
申込み：あけぼの健康体操（佐藤さん）☎090-9006-0701

 第3地区地域福祉コーディネーター（岡部）☎042-540-0210

■「思いやりの会」メンバー募集

障がいのあるお子さんを育てている家族、関係している方々、応援したい方々があ
たたかな視点でつながって、お子さんの将来を明るく照らしてい
く、笑顔が広がる会です。
会費無料、運営はイベントの収益、寄付金で行われています。
月1回程度のおしゃべり会を各地域で開催。おしゃべり会で出

たアイディア、提案からイベントを開催していきます。
問合せ：障がい児教育支援ネット（青谷さん）　

	 * grooving.net@gmail.com
 「立川　思いやりの会」で検索

ありがとう　ふれあいミュージックフェスティバル2016　～閉幕～
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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。
◆初めて編集会議に参加しました。これからどんな記事を作っていけるかとても楽しみです。	 （松）
◆日に日に冬の足音を感じますね。より皆様にご活用いただけるよう、ご意見ご感想をお寄せください。	 （梅）
◆今年も災害や事件が多かったけど、来年は起きない事を祈ります。	 （み）
◆秋はミュージカル映画の極音上映に通いました！イルミネーションに福袋。冬もお楽しみが盛り沢山の立川です。	 （あい）
◆年々冬の寒さが苦手になってきました。出掛けたくないな？という気持ちが勝ってしまいそうです！	 （豊）
◆あっという間に年末。年々１年が過ぎるのが早くなっている。それは充実している証拠かな♪	 （道）
◆今年も立川シティハーフマラソンに申し込み済み。練習は必要だけど「寒い、面倒くさい」。弱い自分との戦いが始まります。	（共）
◆久しぶりの原稿づくり。拙い問いにもかかわらず、真剣にお話いただき感謝です。イッセーさん、ありがとうございました！	 （岩）

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
* ： 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 
又は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

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

  
　  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）
 ⑥　 　実施日には、電話相談も受付ています。相談専用　☎０４２－５２９－８４２６

※11月をもって、「ふれあい相談」は事業終了となりました。


