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江夏馨さんインタビュー！！�
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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

「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市社会福祉協議会は活動をしています「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市社会福祉協議会は活動をしています

●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、今年で71回目を迎えます。
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。

●赤い羽根共同募金とは??
社会福祉施設は、行政からの補助金などだけでは充分な運営ができず、寄付金などを必要と

しています。しかし、規模の小さな福祉施設ほど市民に知られておらず、募金が集まりづらいとい
う現状もあります。そこで、共同募金で一元的に募金活動を行い、必要な福祉施設や団体に配
分します。また、赤い羽根共同募金の一部は、災害ボランティアの活動にも活用されています。

●平成28年度のご報告
皆さまからお預かりした募金は、共同募金会の地区配分推せん委員会での公正な審査を経

て、高齢者、障害のある方、子どもを対象に福祉サービスを実施している申請のあった社会福
祉施設・団体へ配分されました。

平成28年度　立川地区募金額　3,646,011円
【立川市内の配分例】

障害者福祉施設の洗濯機や冷蔵庫の購入費、保育園の遊具購入費として分配されました。
また、当会でも、市民活動団体・自治会等への機材貸出事業などに活用させていただいてお

ります。

Q：貸出機材とは？？
A：拡大コピー機や紙折り機、丁合機があります。

市内の市民活動団体、自治会、子ども会、市内
NPO 法人、ボランティア団体等であればご利用い
ただけます。

例えば、拡大コピー機は、イベントの横断幕や、
自治会のお祭りにも活用されています。

●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　電話042-529-8300）

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、地域住民の助け合って「豊かで

住みよいまち」「災害に強いまちづくり」を行う
組織です。1人でも多くの市民の皆さまが各自
治会に加入され、地域での豊かな生活を送っ
ていただけるように活動しています。

赤い羽根共同募金運動がはじまります自分のまちを
良くするしくみ

赤い羽根共同募金は、例年自治会の
皆さまにもご協力いただいております。

自治会への加入方法など…
お問合せは、立川市協働推進課

☎523-2111まで

※1メートル200円でご利用いただけます。



今年で13回目を迎える、地域福祉市民フォーラム！！毎年たくさんの方にご参加いただいています。今年のテーマは「住み慣れた地域でいきる」です。
誰もが年を重ねていくなか、地域・社会のなかで高齢期をどのように暮らしていくのか。第１部の基調講演では、虚弱になることの予防、福祉・医療サー

ビスの選択、地域の支えあいの大切さについて学びます。
第2部のシンポジウムでは、家族介護者、医療従事者、地域のボランティアの方 を々シンポジストにお迎えし、最期まで住み慣れた地域で暮らしてい

く為に、私たちが出来ることを会場の皆さまと共に考えていきます。ぜひご参加ください。

日　時：平成29年12月16日(土)13:30～16:30
会　場：立川市女性総合センター・アイム　１階　アイムホール
申込み：不要　直接会場にお越しください。
参加費：無料
テーマ：「住み慣れた地域でいきる」
第1部　基調講演「住み慣れた地域でいきる」
講　師：東京都健康長寿医療センター　新開 省二氏
第2部　シンポジウム「私らしく、あなたらしく生ききるには」
登壇者：①栄町地区グッドネイバーをすすめる会　竹内 英子氏
　　　　　「より明るく・楽しく・安心して暮らせる地域を目指した20年間と『私ノート』」

②家族介護者・マジックボランティア　鈴木 文氏
　「人生を嬉しく楽しく過ごす為に～私の介護体験、ボランティア活動～」
③ケアセブン訪問看護リハビリステーション砂川七番　上原 麻実氏
「ご自宅の生活を支える訪問看護の実践と地域貢献活動」

立川市内でも公共交通機関の利便性が悪く、日々の移動に苦慮されている方がたくさんいま
す。特に「100ｍ歩くのも大変」という高齢者にとって、公共交通の利便性の向上は日々の生
活上、切り離せない喫緊の課題となっています。今回ご紹介するグリーンスマイルクラブ（若葉
町のボランティアサークル）も同様の課題を抱えているサークルです。

この団体は、自治会エリアをベースに80名余りの会員を抱える大所帯サークル。近年ではメ
ンバーの高齢化や、元気なうちは通っていた300ｍ先にある近所の集まりの場「若葉会館」へ
も行くことが困難となり、会員同士の交流が少しずつ希薄になりかけています。この現状に危機
を感じた岡本代表をはじめとした中心メンバーで、「地域で自分たちに何かできることはないか」と
相談があったのが今年5月のこと。以降、わかば地域包括支援センターとともに現状と課題を
整理しながら、ご近所で気軽に人が集えるよう、自宅を開放したサロンの立ち上げを展開。現在
までに5ヵ所が立ち上がり、活動しています。また6月に開催した会員交流会では「若葉会館ま
での移動手段がない」という方たちに、立川介護老人保健施設わかばと協働してリフトバスの
提供を受け送迎を実施しました。地域団体と連携しながら、少しずつ「住民同士のつながり」を
増やしています。今後はグリーンスマイルクラブが、地域の「ちょっと気になる方」たちの受け皿
になるべく、定期的な会合を持ちながら、気になる方が地域でつながる企画や居場所づくりを一
緒に検討していくこととなりました。

グリーンスマイルクラブ同様、自治会発足50周年を迎えた、というところも市内にはたくさん
あると思います。そのモデルケースとなるべく、今後も「一人ひとりが地域でできること」を念頭に、
地域のつながりづくりを一緒に進めていきたいと
思います。

第13回　地域福祉市民フォーラム「住み慣れた地域でいきる」

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。

地域でともに支えあうための「一人ひとりが地域でできること」探し

第 4 地区地域福祉コーディネーター　柳澤　実
熊木　優花（くまき　ゆか）
◆�地域総務課　地域活動推進係
市民活動センター担当

学生時代を過ごした大好きなまち『立川市』で働
けることを、大変嬉しく思います。何かを始めたい時
や不安を抱えた時、どんな時でも安心してご相談い
ただける社協職員を目指します。いつでもお気軽に
ご相談ください。笑顔でお迎えします！

関口　真理（せきぐち　まり）
◆�地域福祉推進課　地域包括支援係

これまで生活習慣病予防の分野で長く働いてきま
した。包括支援センターでの勤務経験はまだまだ少
ないですが、皆さまの声を伺いながら、住み慣れた
地域での生活のお手伝いをさせていただこうと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします！

加藤　広子（かとう　ひろこ）
◆�地域福祉推進課　地域あんしんセンター係

6 月に「地域あんしんセンター」に入職しました。
先輩方に助けていただきながら、少しずつ日々の業
務や立川市内の道にも慣れてきました。

少しでもきめ細かく温かい支援者を目指したいと思
いますので、ご指導のほどよろしくお願い致します。

プライベートでは愛鳥家。4 羽のオカメインコを
飼っており、放鳥して共に遊ぶ時間は至福の時です。
将来はオーストラリアで野生のオカメインコの群れも
見てみたいです。

森　俊樹（もり　としき）
◆�地域福祉推進課　地域あんしんセンター係

第二の人生として、縁があり「地域あんしんセン
ター」に勤務することになりました。社会福祉の関
係の仕事をするのはこれが初めてであり、現在日々
勉強しています。以前は金融機関に長く勤めていま
した。できれば、その時の経験を活かして生きたいと
思っています。立川市での成年後見の普及に少しで
もお役に立つよう頑張りたいと考えています。これか
らよろしくお願いいたします。

NEW
FACENEW
FACE

〜新任職員のご紹介〜

昨年の第12回地域福祉市民フォーラムは、「地
域に参加して健康寿命を延ばそう」をテーマにし、
151名の皆さまにご参加いただきました。誠にあり
がとうございました。

【参加者の声】
「子ども食堂は貧困対策だけではなかったのです

ね。多世代交流は興味深かったです。」
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「歯ミカップ」とは、障害のある方の歯と口の健康づくりを応援する、
表彰・発表のイベントです。地域の歯科医師会の支援により、地域の
ボランティアが運営しており、「歯ミカップ表彰式・受賞者取り組み発表」
と「健口体操（講師：健康運動指導士　原　眞奈美氏）」を行います。

日　 時：平成29年10月19日（木）
 13：30～15：00
場　所：東大和市ロンドみんなの体育館

（最寄駅　西武拝島線：玉川上水駅、
多摩都市モノレール：玉川上水駅・桜街道駅下車徒歩8分）

参加費：無料
その 他：詳細については、多摩立川保健所ホームページをご覧下さい。
協 力：立川市社会福祉協議会
問 合せ：多摩立川保健所企画調整課

歯ミカップ実行委員会　小玉
☎042-524-5171／Fax 042-528-2777

多摩地域に住む、芸術の
才能豊かな障害のある作家
の作品を集めたアール・ブ
リュット立川2017を今年も
開催します。昨年も大変多く
の方にご来場いただき誠にあ
りがとうございました。

アール・ブリュットとは、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。アートを通して障
害者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29年10月25日（水）～10月30日（月）
 10：00～19：00　※最終日は、5階特別室のみ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（特設会場）
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、株式会社三越伊勢丹 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

クラウドファンディングにご協力をお願いします。
「FAAVO東京多摩中央」で検索！！

または QRコードから⇒

平成29年10月1日より、ご自宅で
の療養生活に関するご相談窓口として、
立川市内2か所に「在宅医療・介護
相談窓口」が新たに設置されます。

立川市民と、関係する支援機関か
らのご相談に応じます。介護や療養な
どに関する相談についてはこれまで通
り市内6カ所の地域包括支援センター及び、3か所の福祉相談セン
ターでも実施しております。

設置場所：南部西ふじみ地域包括支援センター内
 ☎042-540-0311
 北部中さいわい地域包括支援センター内
 ☎042-538-2339

立 川 市 役 所 1 階 に あ
る「Café はぁもにぃ♪」は、
障害のある方が就労のため
の訓練をしている喫茶店です。
お客様がほっと一息できるよう
なお店を目指して「笑顔」、「丁
寧」を心がけながら働いてい
ます。

市内の福祉施設から障害
のある方が実習にきています。

10 月のおすすめメニューはかぼちゃと紫芋のモンブランです。市役所にお
越しの際はぜひお立ち寄りください。

あいあい通信１０月号読者の皆さま Caféはぁもにぃ♪でご優待いたします。
「ドリンク１杯サービス」券をご精算のときにお渡しください。

〈営業時間〉
・月曜日から金曜日 ( 土日祝はお休み )
・10：00 ～ 16：00　※ラストオーダーは１５：４０
・右記の券を切り取ってご持参いただくか、

あいあい通信をご提示ください。

第11回歯ミカップ開催のお知らせアール・ブリュット立川2017
～アートがあなたのこころに駆けてくる～

在宅医療・介護相談窓口が開設されます

社会福祉協議会が運営している喫茶店
Caféはぁもにぃ♪

①場 　 所：多摩モノレール
 玉川上水駅、砂川七番駅、泉体育館駅、高松駅、
 高幡不動駅（各駅構内）

期 　 間：平成29年10月1日（日）～10月31日（火）
 最終日は12：00まで

②場　 所：立川市子ども未来センター
地下ギャラリー（立川市錦町3-2-26）

期 　間：平成29年10月3日（火）～10月18日（水）
 10：00～17：00

（最終日は12：00まで）

③場　 所：なみき画廊（セレクト展） （立川市曙町2-14-34）
期 　間：平成29年11月1日（水）～11月7日（火）

 11：00～18：00（初日13：00～最終日16：00まで）

今年はその他にも下記3か所で作品をご覧いただけます。
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江夏馨さんにお会いして名刺
をいただいてビックリしました。立
川市災害ボランティアネット、立
川市赤十字奉仕団、ファーレ倶
楽部、たちかわまちの案内人など
など。実に活発かつ多彩な活動
を展開されています。台湾から日
本に移り住んで36年、日本語は
とても流暢です。

「いまはファーレ倶楽部、まち
の案内人、災害ボランティアネッ
トが中心ですね。ファーレアート
は、立川駅北口を中心に109
点のアートがあります。子どもの
参加も募って行なうピカピカアー
トなど、イベントをお手伝いして
います。まちの案内人は、その名
の通り、ガイドのボランティアで
す。先日、香港から観光のお客
さんがみえて、念願だった中国
語でのガイドを初めてすることが
できました。災害ボランティアネッ
トでは、外国人の防災について
取り組みたいと思っています。立
川にはいま約 3,500 人の外国

人が住んでいますので、災害が
起きたときの心構えや情報はとて
も重要です」。

驚くことに、名刺にあるすべて
の活動がボランティアとのこと。
すべての活動についてお話をう
かがっていたら、時間がいくらあっ
ても足りません。それにしても、ど
うしてこれだけのボランティアに
携わることになったのでしょうか。
「20 年くらい前ですかね、女

性総合センター・アイムで実施
された女性のエンパワーメントの
講座に出たことがきっかけです。
全部で13 回の連続講座だった
んですが、講座が終わった後に
自主的にグループを作って、交
流を続けることになったんです。
それ以来、あちこちから声をかけ
られる機会があって、気づいたら
いろんなボランティアをやってま

す。」「どうして続けられるか ?」
「誰かのためではあるけれど、自
分のためにもなるからですよ。も
ちろん大変なことも嫌なこともあ
るけれど、最後は良かったと思え
る、自分のためになったと思える
からですね」。
「これからやりたいことは？」

「 以 前からあちこちでやりたい
なぁって話してるのが、レストラン
ですかね、多文化の。中華料理
は私がやるとして、ほかの国の友
だちもいるので、日替わりでいろ
いろな国の料理が出るなんて面
白いでしょ。なかなか実現はしな
いけれど、あれやりたいこれやり
たいっていうアイディアはいっぱ
いあるんです」。

10月に多文化共生のシンポ
ジウムに参加することになって
いる江夏さん。どんな話をするの
でしょうか。そもそも共生って何
でしょうかね。
「立川市は昨年、多文化共

生都市宣言をしたんですよね。
積極的に、先進的に取り組むこ

とは歓迎しますが、肝心なのは
中身ですよね。私にとっての共
生とは ?うーん、皆が普通に暮ら
すっていうことかしら。それは、日
本人同士でも同じでしょう。肩書
で人を判断したり、派閥をつくっ
て他の人を見下したりしていては
共生にならない。だから、いろん
な国の人が普通に暮らすという
だけでなく、いろんな文化や立場
の人が普通に暮らすということ
かな」。

最後に聞いてみました。江夏さ
んにとっての元気の源は何です
か。
「それはやっぱり、ボランティア

かな !」
恐れ入りました。 （坂）

0歳からの親子コンサート
～子どもたちは泣いても・歩き回っても大丈夫～

立川市多文化共生都市宣言記念シンポジウム

立川市は、2016 年 12 月に国籍や民族
の異なる人々が、文化のちがいを互いに尊重
し、共生する地域社会の実現を目指して「多
文化共生都市宣言」を制定しました。

この宣言をきっかけとして、外国にルーツを
持つ市民が、その視点や多様性を生かし、地
域振興・防災・経済・観光各分野で活躍で
きる多文化共生都市の実現を皆さまと考えま
す。
日　時：平成29年10月21日（土） 13:30～16:00
場 所：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）
参加費：無料
内 容：①基調講演「多文化共生都市の時代」 山脇 啓造 氏（明治大学教授）

②パネルディスカッション
「ちがいを尊重し、ともに生きるまちづくり」
◎モデレータ：山脇 啓造 氏
◎パネリスト：江夏 馨 氏（台湾出身 通訳 たちかわまちの案内人）

岡部 栄一 氏（立川青年会議所理事長）
柚井 ウルリカ 氏（スウェーデン出身 立川七小PTA前会長）
渡辺 晶彦 氏（立川市産業文化スポーツ部長）

③多言語で「宣言文」を読み上げる（14カ国語）

主 催：NPO法人たちかわ多文化共生センター（TMC）
共 催：立川市　立川市社会福祉協議会
後 援：立川商工会議所　立川観光協会　（公社）立川青年会議所
問合せ：NPO法人たちかわ多文化共生センター（TMC）

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

昨年大好評だった親子コンサートを、今年も開催します。
親御さんには少しホッとする時間をお届けします。また、子
育て中の親御さんをサポートしたいという方 も々ご参加くださ
い。玉城さんの、ひとりひとりを大切に思うやさしさと行動力、
人や地域のつながりを一緒に感じられる場になれば幸いで
す。

日　時：平成29年11月9日（木） 
開場13:30　開演14：00～15：30　

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）

入場料：無料　定員　220名（申込み順）
主催・申込み先

社会福祉法人 至誠学舎立川 児童事業本部
☎042-524-2601　Fax 042-524-2367
*info@shiseigakuen.org

協 力：立川市社会福祉協議会

玉城ちはるさん（たまき ちはる）
2014年初のフルアルバム『私は生きている』
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」として多くの留学生を送り出
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。

歌とトークとワークショップ「やさしさ貯金ゲーム」
歌とトーク：玉城ちはるさん　ピアノ：高橋教予さん
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寄付者名簿
      平成29年6月1日～ 8月31日 (敬称略） 総額  ：  729,179 円

受付月日 氏名・団体名 寄付金額
6月1日 新尺八の会 3,000
6月1日 ほっと書道 3,000
6月5日 建設ユニオン 立川分会 2,300
6月5日 神作 睦子 20,000

6月19日 匿名 10,000
6月20日 スーパーＤ’ステーション立川店 300,000
6月21日 匿名 300
6月22日 第５地区民生委員・児童委員協議会 1,209 
6月23日 第１地区民生委員・児童委員協議会 2,726
6月28日 第２地区民生委員・児童委員協議会 439
6月28日 第３地区民生委員・児童委員協議会 5,191
6月29日 第４地区民生委員・児童委員協議会 686

受付月日 氏名・団体名 寄付金額
6月29日 第６地区民生委員・児童委員協議会 832 

7月5日 匿名 18,500
7月11日 新尺八の会 3,000
7月11日 ほっと書道 3,000 
7月13日 立川市赤十字奉仕団 10,504
7月19日 明治大学 校友会  東京都多摩支部 41,000 
7月26日 第６地区民生委員・児童委員協議会 765 
7月27日 第４地区民生委員・児童委員協議会 1,028 
7月28日 第１地区民生委員・児童委員協議会 1,820
7月31日 第５地区民生委員・児童委員協議会 1,264 

8月1日 磯野　俊雄 21,956
8月4日 新尺八の会 3,000 

受付月日 氏名・団体名 寄付金額
8月4日 ほっと書道 3,000 

8月17日 立川市ダンススポーツ連盟 30,000
8月18日 東京立川ロータリークラブ 100,000 
8月18日 高橋　知美 36,641 
8月23日 第６地区民生委員・児童委員協議会 910
8月24日 匿名 851
8月24日 第４地区民生委員・児童委員協議会 1,139 
8月25日 第５地区民生委員・児童委員協議会 1,118
8月25日 山口　健治 100,000 

平成29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 29 年 6 月 1 日～ 8 月 31 日

平成29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
立川市肢体不自由児・者 父母の会 たつのこ 
宗教法人　玄武山普済寺
株式会社　けやき出版
立川市手をつなぐ親の会 
アーサー＆ハイジ　株式会社
多摩信用金庫
こじか園
NPO法人　食工房ぱる 
チャイルドラインたちかわ
立川市婦人団体連絡協議会
立川失語症さくら会

団体・企業名
株式会社　立川印刷所
立川親と子のよい映画をみる会
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
NPO法人　グループこまくさ
株式会社　ドリーミー
JJけあサービス
株式会社　松野商事
日本電技株式会社　立川営業所
虹の音楽隊
栄町地区グッドネイバーをすすめる会

団体・企業名
支えあいサロン　はなみずき
株式会社　須田ビルメンテナンス
株式会社　村晋興業
株式会社　永光 
アーキフリー株式会社
立川市視覚障害者福祉協会
NPO法人　教育支援協会東京西
有限会社　入船
株式会社  サンセイ

個人
岸野　昭男
志村　孝子
橋本　教子
酒井　京子

匿名
匿名

 平成 29 年 6月1日～ 8月31日（敬称略）

※9月1日以降の寄付については、次回平成29年12月号
　に掲載させていただきます。

※ 9月1日以降の会費については、次回平成29年12月号に掲載させていただ
きます。

※ 9月1日以降の会費については、次回平成29年12月号に掲載させていただきます。

地
区 自治会名 準会員 個人 団体 加入者

数 合計金額

富 

士 

見

上富士町会 171 30,000 
東親和会 2 80 82 42,100 
富士見町４丁目西町会 67 1 68 39,000 
富士見町多摩川団地自治会 39 39 25,000 
富士見会 2 84 86 47,200 
富士見町住宅自治会 8 8 6,000 
富一東協和会 47 47 32,000 
東親会 75 75 37,500 

柴 

崎 

都営柴六自治会 86 5,000 
柴富士会 68 5,000 
南親会 103 103 52,000 
柴一協和会 8 132 140 74,200 
柴四東親和会 29 181 210 99,370 
柴二東部会 39 39 23,000 
しばさき会 6 126 132 64,700 
柴五会 18 18 9,000 
柴二共生会 74 74 37,500 
柴二南明会 144 144 72,000 
柴西会 90 142 232 96,400 
柴二中和会 90 90 45,500 

錦

錦東和会 70 1 71 46,000 
錦六会 829 50,000 
錦東会 49 49 34,500 
錦みよし会 564 20,000 
錦町五丁目親和会 1 103 104 53,600 

羽 

衣

羽衣町１丁目第２アパート自治会 150 5,000 
羽衣町みのわ会 170 1 171 91,000 
羽衣本町会 5 276 281 139,900 
羽衣会 1 135 136 70,300 
羽衣町住宅管理組合自治会 16 16 8,000 
東羽衣会 11 196 207 101,300 
羽衣町二丁目北町会 10 108 118 60,200 

曙

曙二南町会 100 10,000 
曙町二丁目西町会 87 5,000 
曙町三丁目仲和会 192 192 99,500 
曙一南自治会 18 127 145 70,200 

高 

松

高松町仲和会 400 5,000 
高松会 258 5,000 
高松町松友会 77 77 39,500 
高松町三丁目松栄会 46 46 25,000 
高松町南自治会 12 136 148 73,300 
高松町一丁目協力会 158 158 85,000 

地
区 自治会名 準会員 個人 団体 加入者

数 合計金額

高 

松

高松町東友会 15 136 151 73,500 
高昇会自治会 4 65 69 34,200 
共栄会 66 66 33,500 

栄

栄町５丁目アパート自治会 127 5,000 
南栄会自治会 65 5,000 
東栄会自治会 251 30,000 
第二団地自治会 153 10,000 
日の出自治会 211 5,000 
南部自治会 400 112,300 
市営江の島住宅自治会 37 10,000 
中砂自治会 150 13,300 
睦会自治会 101 101 53,000 
江の島道東住宅自治会 365 28,000 
新栄自治会 14 2 16 2,400 

若
葉

若葉町団地自治会 1463 5,000 
緑ヶ岡ハイツ自治会 56 56 29,500 

幸

西けやき台団地自治会 240 30,000 
多摩文化村自治会 4 4 2,000 
文化村自治会 12 12 7,000 
九番組自治会 115 115 69,500 

柏

双葉自治会 23 5,000 
青柳自治会 42 5,000 
七番組自治会 238 238 119,000 
五番組自治会 2 109 111 55,100 
柏町六番組自治会 204 5,000 
みどり自治会 5 5 2,500 
上水自治会 7 7 3,500 
北砂川自治会 5 5 3,500 

砂 

川

二番組自治会 281 5,000 
ハイホーム立川一番町自治会 162 5,000 
四番組自治会 315 30,000 
大山自治会 35 35 23,000 
一番組自治会 463 5,000 
三番組自治会 224 224 118,500 

西 

砂

中里自治会 385 10,000 
天王橋自治会 140 20,000 
西砂自治会 9 9 5,500 
殿ヶ谷組自治会 1 55 56 31,300 
エステート立川一番町住宅管理組
合自治評議会

15 15 16,500 

自治会　総合計 231 4,567 3 12,991 2,966,370 

ご協力ありがとうございました！
「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市社会福祉協議会は活動をしています「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市社会福祉協議会は活動をしています
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■NPO法人CEP・子どもひろばからのお知らせ
通学路の不審者から子どもを守るCEP親子の安全トレーニングを、先着15回に限り無

料で実施します。対象は、園児年長児クラスか小学生低学年。子ども自身がロールプレイ
で練習します。所要時間は、子どものみは50分、親子合同は90分です。これまでに200
回以上実施した実績があります。
※この事業は、平成29年度日本郵便年賀寄付金配分の助成を受けています。
日　時：平成29年4月～平成30年3月の火、木、土のいずれか
場　所：保育園、幼稚園、学童クラブ
講　師：NPO法人CEP・子どもひろば
参加費：無料
定　員：1回30名程度
申込み：NPO法人CEP・子どもひろば
問合せ：☎&Fax 042-569-8107　*kodomohiroba@yahoo.co.jp

■外国人のためのサロン「えんがわ」の開設
立川市内や周辺都市に在住の外国人で日本語や日本文化を学びながら、日本人との交

流を深めたいという希望をもっている方 が々気軽に集まってお茶飲み話が出来る場所です。
日　時：毎月第4金曜日　13:00～16:00
場　所：柴崎会館（立川市柴崎町1-16-3）
対 象：外国人の方
参加費：無料
申込み：立川国際友好協会（TIFA） （赤嶺さん）　☎042-527-4027

■朗読サークル「こえ」と利用者の方との交流会
立川市朗読サークル「こえ」が主催。
大正琴をきいたり、歌ったり、おしゃべりを楽しみましょう。
日　時：平成29年10月13日（金）　10:00～11:30
場　所：総合福祉センター 2階　第1、第2活動室（立川市富士見町2-36-47）
対 象：視覚障害者
参加費：無料
申込み：立川市朗読サークル「こえ」（舟越さん）　☎042-535-1455

■チャイルドラインたちかわ市民公開講座
～子どもと向き合う～「子どもはAKU?遊びのチカラ・子どもの今」
子どもは本来AKU=危ない、汚い、うるさいものです、と言う天野さん。なのに今の世の

中はこれを許さず、迷惑をかけない子どもこそが「良い子」とされる怖さ。「AKU」のエネルギー
に振り回され悩んでいる親や先生、支援に関わる大人たちはもっと楽に子どもと向き合うこと
はできないのでしょうか ? チャイルドライン受け手養成講座第1回を兼ねた公開講座ですが、
どなたでも参加できます。

日　時：平成29年10月15日（日） 　14:00～16:00
場　所：子ども未来センター 201会議室（立川市錦町3-2-26）
講　師：天野秀昭 氏（NPO法人プレーパークせたがや理事）
参加費：500円　　　定　員：30名
申込み：チャイルドラインたちかわ
問合せ：042-531-5927　*cl.tachikawa@gmail.com　

■「当事者の治癒と自立と幸福～あるべき支援の形を展望する～
精神科医療の場は「病院中心から在宅・地域中心」へとシフトしているといわれています。

しかし、現状は病院中心の医療が主流であり、地域での自立生活を支える社会資源（受け
皿）は、まだまだ不足しています。

病気と障害を併せ持つ精神の障害当事者にとって、「治る」とはどういうことか、彼らにとっ
て自立とは何か、そして幸福とは ?精神障害者の地域生活支援、孤立しがちな家族への支
援、医療と福祉の連携など、あるべき支援の形を考えます。
日　時：平成29年10月14日（土） 　14:00～16:00
場　所：幸学習館講堂　（立川市幸町2-1-3）
講　師： 白石弘巳氏（東洋大学ライフデザイン学部教授）　
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（申込不要）
問合せ：立川精神障害者家族会（立川麦の会）　☎042-537-3905
　　　　

■至誠合同バザー
ご寄贈品のご協力をお願いします。新品各種（衣類、タオル、

シーツ、食品、雑貨類、石鹸、洗剤、文房具など）をお届けください。
当日は、模擬店やレストラン、イベント、バザー品の販売をします。

ぜひお越しください。
日　時：平成29年10月14日（土） 　10:00～14:00
場　所：至誠ホーム敷地内にて　（立川市錦町6-28-15）
参加費：無料　
申込み：至誠ホーム（大久さん）　☎042-527-0031

■「終活の不安解消!もしもの時の安心サポート」
～これで安心!マイライフ～
近年、身寄りがない、あるいはいても頼りたくないという人が増えています。そこで思い悩む

ことのひとつに死後の身辺整理があります。人生の最期のときを迎えた後も自分らしくありた
い、また自分の希望通りに後片付けをお願いしたい、そんな人をサポートするシステムをご紹
介します。ぜひ皆さまご参加ください !
日　時：平成29年10月14日（土）13:30～16:00
場　所：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）
参加費：無料
定　員：40名（申込み順）
申込み：NPO法人三多摩市民後見を考える会（川杉さん）

 ☎&Fax 042-531-0624　電話か FAX にて（前日までに）
 携帯090-7832-6506　*santama_sk@yahoo.co.jp

■「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）
至誠キートスホームヘルプステーションでは、家族介護をされている方を対象に、認知症

サポーター養成講座を通じて認知症の理解を深めて頂き、実技により介護技術の基本を学
んで頂く「家族介護技術講座」を開催しています。

また、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、より知識を深めたいという方も対象にしております。皆さまのご参加をお待ちしておりま
す。
日　時：平成29年10月21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： ①講義「認知症サポーター養成講座」

 ②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、立川市総合事業ライフサポートサービスに興味のある方等
参加費：無料
締　切：10月18日（水）
申込み：至誠キートスホームヘルプステーション（芳村さん）

☎042-538-2321　Fax 042-538-1302　*kiitos-hh@shisei.or.jp

■第5回砂川園福祉祭・作品展
ご利用者の作品展や模擬店など楽しいイベントを企画しております。皆さま、ぜひ遊びに

来てください。お手伝いしてくれるボランティアさんも募集中です ! !
日　時：平成29年10月21日（土）　10:00～14:00
場 所：砂川園　（立川市上砂町5-76-4）
内 容：ご利用者の作品展・ゲームコーナー・模擬店（焼きそば・トン汁・フランクフルト）

　問合せ：砂川園（安達さん）　☎042-537-3351　

■無料パソコン相談会―今から年賀状の準備を始めませんか?
「最近、パソコンの動作が遅い」「撮りためたデジカメ写真をパソコンに移したい」「住所

録を整理したい」「パソコンで年賀状をデザインしたい」など、わからないこと、やりたいことを
パソコンボランティアが無料でお答えします。予約不要です。直接相談会場にお越しくださ
い。また PC ボランティア仲間を募集しています。詳しくは、私たちのホームページを探してく
ださい。
日　時：毎月第2・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 ※ノートパソコンの方はご持参ください。
問合せ：たちかわパソコン倶楽部（岩間さん）　 

☎080-9973-7751（平日は仕事の都合で電話に出られません）
または*tpc2003@gmail.com

■公開セミナー『軽度発達障害と家庭内の問題』
軽度発達障害の方の悩みの一つが、人間関係の問題が起きやすいことです。家族や周

囲の人に個性や持ち味をよく理解をしていただくとともに、お互いの関わり方について考えます。
日　時：平成29年11月18日（土）10:00～12:00
場　所：三多摩労働会館（立川市曙町2-15-20）
講　師：坂田雅彦 氏（心理カウンセラ―／行政書士）
参加費：1,000円　
定　員：40名（要予約、先着順）
申込み：NPO法人ライブリー（内田さん）

☎042-548-4456
*mikikikaku@k6.dion.ne.jp

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

印刷機等の貸し出し、講座やイベントの開催など、さまざま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付けています。 

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
	 URL：http://www.tachikawa-shakyo.jp/skct/

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。 
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■ボランティア募集のお知らせ
災害医療センターでは、病院ボランティアを募集しています。特別な資格はいりません。

私たちと一緒にボランティアをしてみませんか。
9時～11時、外来患者さんのご案内、誘導をしています。また、災害発生を想定した訓

練の実施、研修等もしています。これから地域で何かしたいとお考えの方、ボランティアを
始めてみたい方、参加してみませんか。ご連絡をお待ちしています。
申込み：災害医療センター ボランティアの会  ソーシャルワーカー 

☎042-526-5511

■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。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　

■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、ヨガ・ピラティスレッスンを1時間行います。他では

珍しい子連れ（0歳～）で参加できるサークルです。また、月1回はレッスン後にお弁当会を
して、ママさんたちの交流、情報交換の場にもなっています。子育てで凝り固まった身体を
動かし、リフレッシュしながらシェイプアップしませんか？
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

■ｶﾗﾀ 元゙気体操　キューティー・コア会員募集♪
一緒に体操とおしゃべりを楽しみませんか？ 体力の向上に年齢は関係ありません♪誰に

でもできる体操で、まずは筋力やバランスの低下による転倒を予防しましょう！
日 時： ①毎週水曜日13:30～15:00　②毎週金曜日10:00～11:30
場　所： ①西砂学習館 （立川市西砂町6-12-10）

 ②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）
定 員：�2名
問合せ： キューティー・コア（小原さん）　☎042-531-2711

■日本の古典文学を読んでみませんか
元武蔵野女子大学教授の松村武夫先生を講師にお迎えして30余年、日本の古典文

学についてその時代背景や生活習慣など、分かりやすく講義をしていただいた後、全員で
音読をしています。現在紫式部日記を学習しています。入会資格なし、見学も自由です。興
味のある方は、直接会場へお越しください。お待ちしています。
日　時：�毎月第1・3金曜日　10:00～11:30（原則）
場　所：幸学習館（立川市幸町2-1-3）　　講　師：松村武夫氏
参加費：月額　2,000円　　　　　　 　　定　員：20名
申込み：立川古典文学友の会（長屋さん）　 

☎＆Fax042-522-6933　※常時留守電のため、メッセージを入れてください。
　　

■在宅ホスピスボランティア募集のお知らせ
自宅で療養されている方や、そのご家族の話し相手や見守りのため訪問する活動です。
介護施設へも訪問します。ボランティア登録後にも定期研修会を行い、医療・福祉に

ついて講師から学ぶことでボランティア活動のフォローを行います。緩和ケアに関心のある
方のご登録をお待ちしております。まずは説明会にご参加ください。
日　時：平成29年11月13日（月）　13:30～15:30
場　所：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　　　　　　　　　　　　　定　員：10名（要予約、先着順）
申込み：在宅ホスピスケア・ボランティアさくら（岡田さん）
　　　　☎ :080-1163-5281（平日10:00～16:00）

■みんなの展示場中村洋久絵画館からのお知らせ
①岩﨑博氏のガリ版画& ふくしましん終焉マンガ展
　日　時：平成29年10月1日（日）～29日（日）金、土、日、祝日開催

10:00～16:00
②第6回デジカメ写真大賞作品受付中　　
　デジカメで撮影、他の賞展へ応募や合成画は不可
　応募点数制限無、上位者新聞掲載予定
　大きさ：A4版
　参加費：1点1,000円、額貸与1点100円　　　　
　締　切：平成29年11月19日（日）
　展　示：12月1日（金）～23日（土）　金、土、日開催
　発　表：12月上旬新聞掲載予定　※各賞へ賞状記念品
③スケッチ教室生徒募集　毎月第2、第3土曜日　10:00～12:00
　講　師：10年以上指導のベテランが野外スケッチ指導
　月　謝：月2回で2,000円
　入会金：無　※初心者大歓迎
　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）
☎&Fax042-524-4702（中村さん）
*h-naka77@zat.att.ne.jp

■毎日多摩俳壇の会で俳句の基礎から学びませんか
「毎日新聞」多摩版選者　遠山陽子先生の添削指導が受けられます。基礎を身につけ

俳句づくりの楽しさを学びましょう。現在は70代から90代の女性ばかりの会ですが、男性や
若い方々、初心者も大歓迎です。見学、体験も可能です。
日　時：毎月第4月曜日　13:00～17:00
場　所：女性総合センター・アイム　5階（立川市曙町2-36-2）
講　師：遠山陽子氏
参加費：月額2,500円　　　定　員：20名
申込み：毎日多摩俳壇の会（武田さん）　☎042-529-0905

■働きたいママを応援するイベント
「ママ・ドラフト会議inTAMA」をららぽーと立川立飛で開催
　出産などで離職した女性の社会復帰を後押しするために、働きたいママと、ママ人財に

注目する企業が出会うイベント「ママ・ドラフト会議」をします。当日は、イベント当日までに
120%魅力アップ講座で研修してきたママたちが、企業へ自己アピールするスピーチコンテ
ストを行います。しかし、キャリアやスキルを持つママたちの採用に直結したイベントではなく、

「午前中を中心に勤務したい」「5時間だけなら働ける」等、求職中の母親が求める働き方
を企業側に広く知ってもらうことを目的としています。

会場ではママ人財を求める会社の求人検索もできるコーナーも用意しています。
日　時：平成29年10月20日（金）
場 所：ららぽーと立川立飛　（立川市泉町935-1）
参加費：無料
申込み：直接会場へ
問合せ：株式会社シーズプレイス　みらいのたね保育園（石橋さん）

☎042-512-9958 　Fax 042-512-9957
URL：http://csplace.com/

■本革で作るハロウィンのオーナメント
10月のワークショップは、昨年大好評だったオーナメントを作ります。かぼちゃ・ネコ・魔女・

星などのモチーフを革ひもに通すだけで、ちょっと大人なハロウィンの出来上がりです。プレ
ゼントとしてもおすすめです。
日　時：平成29年10月7日（土）　①10:00～　②13:00～
場 所：NPO法人SOU（そう）（立川市錦町3-1-3第26クリスタルマンション501）
参加費：1,620円（お茶付き）
定　員：①、②とも3名（要予約・先着順）
申込み：NPO法人SOU（そう）

☎&Fax042-595-8713　*npo.sou@gmail.com

■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向けの入門講座です。

月　　日 場所 10：00～12：00 13：30～15：30
10月  6日（金）砂川

エクセルで「玉カレンダー」作成 エクセルで「ダイアリー」の
作成・補習コーナー10月12日（木）高松

10月19日（木）高松
ワードで「ちらし」作成10月30日（月）砂川

11月  9日（木）高松
エクセルで住所録作成と宛名印刷 超簡単年賀状作成・

補習コーナー11月14日（火）砂川
11月22日（水）砂川 ワードで画像やイラスト入りの年賀状作成11月30日（木）高松

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

■錦法律を知る会勉強会「新学習指導要領と学校教育の課題」
　～「道徳の教科化からみえてくるもの」～

平成18年教育基本法改訂がなされた以降、愛国心の高揚を揚げ、君が代・日の丸を始
め、教科書選定、道徳教育の導入、歴史の取り上げ方等、矢継ぎ早に教育指導が強化さ
れてきました。新学習指導要領を通して、どんな人づくりを考えているのか皆さんと勉強しま
す。
日　時：平成29年10月21日（土）　13:30～16:00
場　所：錦学習館 第2実習室（立川市錦町3-12-25）
講　師：野田晋　氏（大学講師）
参加費：500円（資料代）　　　定　員：25名（当日受付順）
問合せ：錦法律を知る会（馬場さん）

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

■講座　第8回弁護士さんと語ろうシリーズ
「憲法から見たセクシュアルマイノリティ」
どうすれば社会がかわるのか、社会的不利益を受けてきたマイノリティにとっては永遠の

課題です。特にLGBT（性的少数者）は法の下での平等を揚げ、あらゆる分野で立ち上がっ
ています。その実情を解明し、憲法に照らして勉強します。是非ご参加ください。
日　時：平成29年11月17日（金）18:30～20:00
場　所：錦学習館　第2実習室（立川市錦町3-12-25）
講　師：中川瑞代　氏（弁護士）
参加費：500円（資料代）　　　定　員：25名（当日受付順）
申込み：錦法律を知る会（馬場さん）

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

■福祉の仕事就職フォーラムin立川
立川市を中心に、多摩地域に事業所がある法人が参加して、福祉の仕事の相談・面接

会を実施します。また、実際に福祉の職場で働いている各分野の現役職員によるセミナー
や資格取得や就職活動に役立つ情報を提供します。福祉の職場への転職を希望する方は
もちろん、身近な地域でお仕事をお探しの方や福祉の仕事に興味のある方はぜひお越しくだ
さい !

日　時：平成29年10月9日（月・祝）
 12:30～16:00（受付12:00）
場　所：立川グランドホテル4階（立川市曙町2-14-16）
参加費：無料
問合せ：東京都社会福祉協議会

 東京都福祉人材センター多摩支所
 ☎042-595-8422 
 URL：https://www.tcsw.tvac.or.jp/j inzai/

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。
◆自分の内側に起きていることだけでなく、外側に起こしていることにももっと客観的になりたい。
懐かしい人たちに逢えた夏でした（^-^）	 （ま）

◆お祭りや運動会が賑やかな季節ですね。台風などに負けずに楽しんでいきましょう !	 （梅）
◆気温の変化や、気圧の変化が著しいこの季節。身体がつかれやすくなりますね。秋の味覚を楽しみ元気になろ～!!（齋藤）	
◆秋到来。食欲と読書はバッチリ、残すはスポーツ。でも、体が重くて一歩が出ません。	 （坂）
◆秋ですね。昭和記念公園の日本庭園の紅葉が楽しみです。	 （あい）
◆季節で一番好きな秋がやってきました。過ごしやすい気候、紅葉、アール・ブリュット立川が楽しみです（^^）	 （松）
◆至誠バザー、アール・ブリュット立川、中学生の主張、楽市、秋はいろいろな地域との触れ合いが楽しみ。	 （み）
◆仕事がら・・・夏には痩せて冬に戻る。だんだん痩せにくくなって数年。味覚の秋を迎えるのが怖いです。	 （8豊）

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

「誰もがふつうにくらせるしあわせなまち立川」の実現のため、地
域の方 と々一緒になって働きたい、成長したいと考える人材。情
熱を持って主体的に動き出すことのできる人材を求めています。
応募要項や試験日時等詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

URL：http://www.tachikawa-shakyo.jp/recruit.html
募集期間：平成29年10月2日（月）～平成29年11月11日（土）

※日祝日を除く
問合せ・受付：立川市社会福祉協議会 地域活動推進係 総務担当

　　　　　　　☎042-529-8300　*info@tachikawa-shakyo.jp
　月～金　8：30～19：00　土　8：30～17：00

立川市社会福祉協議会では正規職員を募集します。

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

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
開所／月〜金 8：30〜19：00　土 8：30〜17：00
　　　※日曜・祝日・年末年始はお休みです。
URL ： http://www.tachikawa-shakyo.jp
* ： info@tachikawa-shakyo.jp

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

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
 ９： ５０  ９： ４０
 １０： ３０  １０： ２０
 １１： １０  １１： ００
 １１： ５０  １１： ４０
 13： １０  13： ００
 13： ５０  13： ４０
 14： ３０  14： 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

次回の発行は、12月1日です。

■専門相談　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（柳澤さん） 　☎０４２－５０７－６０１５（岡田さん）
 ⑥　 　実施日には、電話相談も受付ています。相談専用　☎０４２－５２９－８４２６

お酒のことで困って
いませんか？
お酒で悩みをかかえ
てきた断酒会員とお
話してみませんか？
ご本人・ご家族どな
たでもお気軽にいら
してください。

「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市社会福祉協議会は活動をしています

※あいあい通信の一部は歳末たすけあい募金の地域福祉活動費により発行しています。


