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 立川市社会福祉協議会
注目記事

P2 ..立川市社会福祉法人ネットワーク
      「強化月間、はじめます！」
P4 ..元気人たち「誰もが暮らしやすい
      　　　　　　　　　魅力的なまちへ」
　　立川南口商店街連合会会長 
　　小澤清富さん（事業所：入船茶屋）

　立川市社会福祉協議会は、地域福祉を推進する民間の福祉団体です。福祉の「まちづくり」を住民の皆さまと一緒に考え、その自主
的な取組みを応援します。また、地域で福祉サービスを必要とされる方々への相談援助やサービスの提供を行います。

※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

ああいいいああいあいいあいあいいい通信通信通信

　「まちパ」とは、「これから地域で何かしたい」「ボランティア・市民活動を始
めたい」と考えている方と、立川で活動している団体の方々が交流し、つながる
パーティーです。 
　過去5回実施した中では、この「まちパ」をきっかけに、新たな仲間や生きが
いを見つけたり、これまでに培ってきた経験やスキルを活かし、団体でご活躍
されている方がたくさんいます。
　団体の方々が、皆さまとの出会いを待っています。あなたの思い、地域でカタ
チにしませんか？

わたしたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう♪

出展団体オリジナル
のパネル展示を行い
ます。

第6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)　参加者大募集！

あいあい通信

イベント詳細
日　時：2020年2月15日（土）　13：30～16：30（13：00開場）
場　所：総合福祉センター（立川市富士見町2-36-47） 
内　容： 市民活動団体による活動紹介、パネル展示による活動紹介、活動をよ

り知っていただくための体験コーナー、ツアーガイドによる団体の概要
説明など

 ※ 後半、出展団体と参加者の交流会を予定しています。
　　　　　お茶とお菓子を準備しています。
定　員：100名（申込み順）
参加費：無料

■問合せ・申込み：市民活動センターたちかわ
電話・FAX・メールのいずれかで、お名前・ご住所・
ご連絡先・年代をお伝えください。
☎ 042-529-8323　FAX 042-529-8714　
E-mail：shimin@tachikawa-shakyo.jp

こちらのQRコードからもお申込みいただけます。 
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立川市社会福祉法人地域貢献活動推進ネットワーク  　

～社会福祉法人は、協働して地域に貢献します！～

立川市内にお住まいで本誌配布をご希望の方、視覚障害者で録音CDをご希望の方はご連絡ください。 ☎ 042-529-8300　FAX 042-529-8714

強化月間、はじめます！
　立川市社会福祉法人地域貢献活動推進ネットワークでは、それぞれの施設の特色や連携を活
かした地域づくりのための取組みを行っています。今回新たに、2月を強化月間と定め、地域の皆さ
まとのつながりをより深めていきたいと考えています。
　強化月間中は、ネットワークによる全市的な取組みとしてフードドライブを実施したり、地域ごと
の取組みや各施設での取組みの様子を、情報誌やSNS等で積極的にお知らせしていきます。もし
かしたら、あなたの身近でも…♪ぜひご注目ください！

【フードドライブとは】
ご家庭で食べきれない食品を集め、食糧を必要とする方に再分配したり、地域の食のイベントで
活用する取組みです。

立川市社会福祉法人地域貢献活動推進ネットワークとは･･･
　複数の社会福祉法人で「地域課題の解決のために、より一層取組んでいこう」と、立川
市では2015年より情報交換会を開催しています。2017年2月には、市内各法人代表者と
立川市長による「災害時における災害活動等の支援に関する協定書」を締結しました。今
後も引き続き連携し、取組みの充実を図ります。

「もったいない」を「ありがとう」へ
～広がっています！フードドライブ活動～

    地域福祉コーディネーター　安藤
まだ食べられるのに、

自分では食べないから
廃 棄（＝「もったい な
い」）するのではなく、
必要としている方へ渡す
（＝「ありがとう」）活動
が広がっています。

市民の有志やNPO法
人等で構成されるフード
バンク立川と協働し、消
味期限が2ヶ月以上ある

食品を集めて必要な方へお渡ししています。2018年度は食品が約1,500
ｋｇ集まりました。2019年度（12月時点）は 約1,800ｋｇに達し、多くの
市民や、市内の企業、事業所の方からご寄贈いただきました。

寄贈された食品は、2018年度は個人に100件以上、子ども食堂等の団
体に20回以上お渡ししました。「体調を崩して出勤できず給料が減ってし
まった」「来月の年金まで家計が苦しい」など、必要とする方はどの年代
にもいらっしゃいます。

●今後のフードドライブの予定
日時：2020年2月29日（土）、3月1日（日）　
 両日とも13：00～17：00
場所：グランデュオ立川店　1階　エスカレーター下
  （コンコースより入ってすぐ）
※生鮮食品や冷凍食品は受け取ることができま
　せん。

災害時はペットとどのように過ごしたらよい
のでしょうか。日頃の備えについて学びます

地域福祉コーディネーター　丸山

2019年11月16日に第4回「ペットと飼い主のための防災講座」
を開催し、参加者の皆さまに「台風19号の経験談」を話していた
だきました。「夜間で、自宅から避難所まで20分かかるので、ペッ
トと一緒に避難する気持ちになれなかった」「猫はゲージに慣れ
る必要がある」「マンションの地下の浸水が心配だった」などの
意見がありました。　　

この経験談をもとに「日頃からの飼い主の備え」について考
え、地域でお互いに助けあうことができるよ
うな仲間づくりを、2020年も継続していき
たいと思います。今年は全3回の講座で、立
川の北側エリアで開催します。

『ペットと飼い主のための防災講座』
2020年度第1回「自然災害に対する飼い

主とペットたちの備えについて」
日時：2020年5月9日（土）14：00～16：00
場所：幸学習館（立川市幸町2-1-3）

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配置しています。

町 担当者 電話

富士見・柴崎 丸山 042-540-0205

錦・羽衣 安藤 042-519-3001

曙・高松・緑 小林 042-540-0210

栄・若葉 古川 042-537-7147

砂川・柏・幸・泉 田口 042-534-9616

上砂・一番・西砂 進藤 042-534-9501

○各町の地域福祉コーディネーター   連絡先

＜強化月間中の取組み＞
■2020年2月22日（土）10:00～13:00
場所： 西国立保育園分園
 （立川市羽衣町1-21-11）
内容：フードドライブ

■2020年3月7日（土）10:00～12:00
場所：立川福祉作業所（柴崎町3-13-11）
内容：フードドライブ

■2020年3月18日（水）10:00～12:00
場所： 上砂地域福祉サービスセンター
 （上砂町1-13-1）
内容：フードドライブ

写真： 企業のイベントで行ったフードドライブの様子
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立川市内にお住まいで本誌配布をご希望の方、視覚障害者で録音CDをご希望の方はご連絡ください。 ☎ 042-529-8300　FAX 042-529-8714

 立川市社会福祉協議会職員募集のお知らせ 

市民向け公開講座のお知らせ
成年後見制度について～基本の『き』から具体的な事例まで～

『日常生活自立支援事業』生活支援員募集！！
あなたの経験を地域で活かしてみませんか？

　自分の親や子、親類に認知症や障害があり、判断能力に不安があった場合どうしたらよいか知りたい方や、自分の老後の備えとして知っておきたい
方、ご興味のある方に向けて、成年後見制度の申立ての手順や実務、事例、任意後見制度についてわかりやすくお話します。この機会に是非、ご参加
ください。
日　時：2020年3月7日（土）　13：30～15：30 
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：ひめしゃら法律事務所　弁護士　岸 敦子 氏  

定　員：60名（先着順）　　参加費：無料  
問合せ・申込み：地域あんしんセンターたちかわ　
 　　　  ☎ 042‐529‐8319　FAX  042-526-6081 
受付時間：月曜日～土曜日　8：30～19：00（土曜日は17：00まで）

◆日常生活自立支援事業とは
　認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力の不十分な方が
安心して自立した地域生活を送ることができるよう、福祉サービスの
利用援助や日常的金銭管理等の支援を行い、その方の権利を擁護す
ることを目的に行う事業です。
◆生活支援員の主な業務
　利用者の自宅等に定期的に訪問し、福祉サービスの利用援助とし
て介護保険サービスや障害福祉サービスに関する情報提供や、手続
きの援助を行います。また、利用者の状況に合わせ、福祉サービスの
利用料の支払いや生活費等の払い戻しを行います。
◆応募条件
・2020年4月1日時点で満70歳未満の方
・高齢者や障害者に対する福祉活動に熱意と理解のある方
・立川市内全域へ自転車による訪問が可能な方（市外在住者可）
・週1回以上の活動が可能な方
 （1回の活動時間は概ね1～2時間程度。曜日、時間等は応相談）

◆応募方法
　本説明会にお申込みいただき、当日配布する応募書類(履歴書・
作文)を提出していただきます。応募された方は、以下のステップで
選考を行います。
　履歴書、作文の提出（3月上旬〆切予定）　
　　↓　一次選考
　実務体験、面接（3月中旬～4月上旬予定）　
　　↓　二次選考
　採用通知（4月下旬予定）　

　選考に合格した方は、立川市社会福祉協議会の非常勤職員として
2020年5月1日以降に活動していただきます。
◆説明会申込み期間：2020年2月1日（土）～2020年2月15日（土）
◆申込み・問合せ：地域あんしんセンターたちかわ
 担当：山城・柏崎・関口
 ☎ 042-529-8319　FAX 042-526-6081

職 種：①相談員　②支援員
　③事務員
業 務：①社会福祉関係の相

談支援業務（認知症等に
よって判断能力が衰えた
方の日常生活自立支援や
法人後見制度における相
談支援、高齢者の介護予
防相談支援、障害者の相
談支援など）

　 ②心身障害者の生活介
護、就労支援

　 ③電話・来客対応、施設
管理、文書管理等

給与：月額200,000円

申込み・問合せ：地域活動推進課　経営総務係（田中・桒野）　〒190-0013　立川市富士見町2-36-47　
☎ 042-529-8300　FAX 042-529-8714　E-mail：info@tachikawa-shakyo.jp

募集要項、受験申込みなど詳細については、当会のホームページをご覧ください。http://www.tachikawa-shakyo.jp/recruit.html

地域あんしんセンターたちかわでは、日常生活自立支援事業の生活支援員を募集します。
下記日程にて事業説明会を行います。ご興味のある方のご参加をお待ちしています。

第1回　2020年2月18日（火）10：00～12：00 ／ 第2回　2020年2月18日（火）14：00～16：00　会場：総合福祉センター
※要申込み。2回とも同じ内容となります。ご都合の良い回にお申込みください。

職種：看護師
業 務：生活 介護 支援

事業所における知
的、身体、精神障害
者の健 康管理、医
療ケア、日常生活の
介助、作業 支援 作
業補助、活動プロ
グラムなど

給 与：月額267,000円
（業務手当含む）

嘱 託 職 員 募 集

雇用期間：2020年4月1日～2021年3月31日
　（契約更新の場合あり)
福利厚生：通勤手当、年次有給休暇あり
締切：2020年2月26日（水）
※書類選考の上、合格者には面接試験の詳細について通知いたします。

面接試験日：2020年3月8日（日）

一 般 職 員 募 集
職種：支援員
業 務：心身障害者

の生活介護支援
給 与：時給1,050円
資格等：健康な方
勤 務：月曜日～金曜

日までの週5日
時 間：8:30～17:00

までのうち8時間
を限 度として指
定する時間

雇 用期間：2020年
4月1日～2021年
3月31日（契約更
新の場合あり）

福 利厚生：通 勤手
当、年次有給休
暇あり

職種：事務員
業 務：パ ソコン入

力事務、文書整
理、窓口・電話対
応等

給与：時給1,013円
資格等：健康な方
勤 務：月曜日～金曜

日までの週4日
時 間：9:00～16:00
雇 用期間：2020年

4月1日～2021年
3月31日（契約更
新の場合あり）

福 利厚生：通 勤手
当、年次有給休
暇あり

職 種：高齢者デイサービス
センター送迎ドライバー

業 務：デイサービスセンター
の送迎運転手

給与：時給1,050円
資 格等：普通自動車運転免

許、健康な方
勤 務：月曜日～金曜日まで

の間の週2～3日程度（応
相談）

時間：8:00～10:30
　 15:45～18:15（交通事情

等で前後することあり）
雇 用期間：採用日～2021年

3月31日（契約更新の場
合あり）

福 利厚生：通勤手当、年次
有給休暇あり

締切：2020年2月26日（水）
※書類選考の上、合格者には面接試験の詳細について通知いたします。

職種：学校介助員
業 務：通常の小 学

校に通う身体に
障害のある児童
への介助

給与：時給1,100円
資格等：健康な方
勤 務：月曜日～土曜

日までの間の週2
～3日程度(応相
談）

時 間：8:15～授業
終了30分後

雇 用期間：2020年
4月1日～2021年
3月31日（契約更
新の場合あり）

福 利厚生：年次有
給休暇あり
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第5次立川あいあいプラン21
（地域福祉市民活動計画） 

パブリックコメントの実施

立川市自治会連合会が
東京都共同募金会会長
表彰を受賞されました！

今回取材をさせていただいたの
は、立川南口西通り西会商店会（以
下西会）で宅配専門の寿司店（入船
茶屋）を営む小澤さんです。「今日は
街路灯に4つ目のイルミネーションを
つけて来ました！」と、とても元気よ
く登場してくださいました。

立川駅南口（以下南口）には10の
商店街があり、その連合会である立
川南口商店街連合会（以下南商連）
会長としても活躍されています。どの
ような活動をしているのかお聞きし
ました。

活動を始めたきっかけ
全国的にシャッター商店街が増え

て、商店街不要論が唱えられた時期
がありました。立川駅北口の開発が
進む中、南口はどうなるのかと危機
感を持ちました。商店街のあり方を
変えなくてはいけない。魅力のある
まちを地域の方 と々共につくり上げ
ていくことが必要だと感じました。
南商連では、商店街関係者だけで
はなく、地域の団体や民間の方を呼
んで、商店街に何を求められている
のかを考え『南口まちづくり宣言』
を取りまとめました。その後も共創
できるようにと『南口まちづくり協

議会』を立ち上げ、今も魅力的なま
ちづくりについて検討しています。

地域を盛り上げるのに大切なこと
は、『来やすい』『住みやすい』『歩
きやすい』です。

具体的な活動の一つとして、通勤
通学者や北口の大型店舗へ来た人
たちが、足をとめて休む憩いの場、
誰かと誰かが繋がる場として南口の
モノレール下の歩道にベンチを設置
する活動を推進しています。

設置後はイベントなども企画して
いるとのこと。どんなベンチができ
るのか楽しみです。

イルミネーションを
通したまちづくり

西会の会長に就いたときはエコブ
ームだったため、『商店街の街路灯
のLED化』や『ペットボトルリサイク
ルイルミネーション（大学生、小学生
が力を合わせて製作）』を行いまし
た。エコに関心のある方々や、子ども
たちの描いたペットボトルの絵を見
るためにその家族が商店街に来てく
ださるきっかけになりました。

昨年は、市内の子育て支援団体
『キラリっこファミリーカフェ』と一

緒に、『世界子どもの日』『自閉症
啓発デー』を広める『ライト・イット・
アップ・ブルーin立川』を企画しまし
た。活動を多くの人に知ってもらう
方法として、クラウドファンディング
を初めて試みました。西会には12本
しか街路灯がなく、商店街のお金で
街路灯にブルーのLEDをつけるのは
簡単かもしれません。しかし、それで
は活動の輪が広がりません。クラウ
ドファンディングを通し、賛同してく
れる人を増やすため、さまざまな人
に呼びかけました。

そんな思いで賛同者が集まり、取
材当日（12月10日）は4つ目のブルー
のLEDが取り付けられました。イル
ミネーション点灯に至るまでにも、
クラウドファンディングの返戻品の
提供や、ペットボトルに子どもたちと
絵を描くイベント、手形と未来への
希望を綴りアレアレアに展示するイ
ベント、ライトをつける作業、点灯式
等の活動をする中で、一緒に進む仲
間ができました。

南口を、いろいろな人を温かく迎
え入れてくれるような魅力的なまち
にすることで、地域の付加価値が上
がって行くと良いと考えています。

西会のイルミネーションには、た
くさんの方々の思いが灯っているの
ですね。

第5次立川あいあいプラン21
（2020年度～2024年度地域
福祉市民活動計画）

第5次立川あいあいプラン21策定
にも委員として関わっています。商
店街としてどのようなことができる
のか検討したいと思っています。例
えば、コミュニティで集える場の提
供など。

現在策定中の計画がどのように
具現化されていくのか楽しみです。

地域のことを自分事として
捉え参画するためには

一歩踏み出すのに必要なのは
『探究心』。参加することで、新し
い情報を得ることができたり未来の
可能性が広がったりします。立川南
口、そして立川が今後どのように変
わっていくのか楽しみです。

私も、探究心を持って、まちづくり
に参加したいと思います。

（市民編集委員：あい）

立川南口商店街連合会 
会長 小澤清富さん（事業所:入船茶屋）
『誰もが暮らしやすい魅力的なまちへ』

話そう！元気人
たち
元気人
たち

第5次立川あいあいプラン21（2020年度～2024年度地域福祉市民活動計
画）は、 地域住民のニーズや福祉課題を解決するために、「住民」、「社協」、
「地域の民間団体」などが連携し、それぞれの役割を担いながら、地域福祉の
推進（誰もが住みやすいまち）を目的としてさまざまな活動を行うことを計画化
したものです。
　このたび、素案がまとまりましたので、広く市民の皆さまのご意見を反映させ
るため、パブリックコメントを実施します。

期間：2020年2月3日（月）から2020年2月21日（金）
 ※ 素案については2020年2月3日（月）よりホームページ、もしくは総合

福祉センターの2階経営総務係で閲覧することができます。
内容： 第5次立川あいあいプラン21（地域福祉市民活動計画）の素案に関する

ご意見について
応募方法： 任意の様式に必要事項を記入し、立川市社会福祉協議会経営総

務係へ郵送、またはFAX、E-mail、ご持参にてご提出ください。
   必要事項（1）氏名（2）住所（3）対象区分（在住、在勤、在学、市内

法人等団体）（4）素案に対するご意見
意見等の概要及び考え方の公表： 提出されたご意見の概要及び社協の考え方

をホームページで公表します。
　　　　　　　　　　　　　　  ※個別の回答は行いません。
問合せ・提出先：地域活動推進課　経営総務係
   〒190-0013　立川市富士見町2-36-47
   ☎ 042-529-8300　FAX 042-529-8714　
   E-mail：info@tachikawa-shakyo.jp

立川市自治会連合会が、2019年12月23日に行われた第
68回東京都社会福祉大会において、「東京都共同募金会会
長表彰」を受賞されました。この受賞は、社会福祉の発展に
功績のあった個人および団体が、地域からの推薦を受けて
表彰されるものです。

　立川市自治会連合会
は、赤い羽根共同募金
や歳末たすけあい募金
等への協力が評価され、
今回の受 賞となりまし
た。

立川市社会福祉協議会
においても、地域における孤立防止や防災活動等、日頃よ
り立川市自治会連合会の皆さまと協力・連携しながら進め
ています。

※自治会とは… 地域住民の皆さまが助けあい、「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。お住まいの地域の自治会
を知りたい方、加入したいという方は下記ま
でお問合せください。

 立川市協働推進課　
 ☎：042-523-2111（内線2627）

※クラウドファンディングとはインターネットを通して自分の活動や夢を発信し、想いに共感した人や活動を応援したいと思ってくれる人から資金を募るしくみです



5社協の取組みや活動は、皆さまからの会費や寄付などによって支えられています

ご協力ありがとうございました！
寄付者名簿
   

2019年11月1日～12月31日 (敬称略）
総額：11,453,557円

受付日 氏名・団体名 寄付金額
11月6日 社会福祉法人　至誠学

舎立川　至誠ホーム 10,000 

11月6日 立川市農業祭運営委員会 33,000 
11月8日 株式会社　セレモア 100,000 
11月8日 匿名 2,160 

11月16日 柴崎町地区グッドネイ
バー推進協議会 6,000 

11月22日 第1地区民生委員・児童
委員協議会 4,229 

11月25日 株式会社　ドリーミー 50,000 

11月27日 第3地区民生委員・児童
委員協議会 1,215 

11月27日 第6地区民生委員・児童
委員協議会 969 

11月28日 第5地区民生委員・児童
委員協議会 1,144 

12月5日 匿名 10,000 

受付日 氏名・団体名 寄付金額
12月7日 匿名 19,497 
12月9日 真如苑 10,000,000 
12月10日 一戸　弘美 30,000 
12月13日 匿名 30,000 

12月16日 みんなの展示場　中村
洋久絵画館 13,986 

12月16日 カトリック立川教会 70,000 
12月16日 匿名 11,337 
12月18日 鈴木　雅広 30,000 
12月19日 磯野  俊雄 13,615 

12月19日 第5地区民生委員・児童
委員協議会 1,044 

12月20日 木下アカデミー 8,467 
12月24日 坂本　明宏 5,000 
12月27日 第3地区民生委員・児童委

員協議会 1,894 

12月27日 匿名 1,000,000 

2019年度　立川市社会福祉協議会　会員・会費　
     2019年11月1日～12月31日

地区 自治会名 準会員 個人 団体 加入者数 合計金額

錦 錦東会(追加分） 2 2 1,000
錦二の中町会 44 44 23,500

羽衣 東羽衣会 199 199 99,500
曙 曙町三丁目西和会 140 20,000

栄 栄町南部自治会 400 10,000
新栄自治会 11 11 5,500

柏町 立川柏町住宅団地管理組合法人評議会 2 27 29 15,190
西砂 天王橋自治会 143 20,000

合　　計 2 283 0 968 194.690

赤い羽根共同募金
2019年11月1日～2020年1月20日 

地区 自治会名 募金額

富士見

富士見会 46,600
立川富士見町一丁目第３自治会 5,000
富一東協和会 25,200
東親和会 40,800
富士見町住宅自治会 16,610
富士見町多摩川団地自治会 26,500
五月会 55,800
レガリア会 13,000
東親会 28,950

柴崎

柴一協和会 70,475
南親会 41,800
しばさき会 50,470
柴西会 89,250
柴一八幡会 33,200
柴二共生会 44,300
柴二東部会 18,300
柴三北町会 10,000

錦
錦町五丁目親和会 57,100
錦東会 51,800
錦和会 21,500

羽衣

羽衣会 82,800
羽衣町みのわ会 69,300
羽衣町１丁目第２アパート自治会 24,700
羽衣本町会 131,200
羽衣第３アパート自治会 38,100
羽衣町三丁目自治会 12,500
羽衣町二丁目北町会 55,700
東羽衣会 10,000
羽衣町住宅管理組合自治会 11,900

曙

曙一東自治会 5,000
曙二南町会 26,800
曙町一丁目西町会 54,150
曙町三丁目仲和会 82,850
曙町三丁目西和会 5,000
曙町二丁目西町会 30,000
曙町二丁目東和会 27,600

高松

高松会自治会 5,000
高松町南自治会 62,900
高松町一丁目協力会 75,536
共栄会 21,800
高松町三丁目松栄会 5,000

栄
弥生会 3,000
栄町南部自治会 10,000
中砂自治会 12,500

幸

西けやき台団地自治会 20,000
九番組自治会 52,600
文化村自治会 10,300
幸町２丁目都営アパート自治会 5,300
立川幸町団地自治会 37,200
幸町六丁目自治会 25,000
八番組自治会 18,000

柏

あざみ苑自治会 5,000
柏町六番組自治会 44,070
いずみ住宅自治会 225
上水相和自治会 4,000
立川柏町住宅団地管理組合法人評議会 44,800
西部住宅自治会 7,300
北砂川自治会 3,000

砂川
大山自治会 41,200
ハイホーム立川一番町自治会 3,200

西砂

希望ヶ丘自治会 5,000
コープタウン立川一番町管理組合 10,000
エステート立川一番町住宅管理組合 34,000
西砂自治会 8,000
都営松中団地自治会 12,000
中里自治会 10,000

自治会募金　合計 2,010,186

※2020年1月１日以降の寄付・会費、2020年１月21日以降の募金については、次回2020年5月号に掲載させていただきます。

一般 募金者名 募金額

　

立川市役所職員（追加分） 3,487
立川市役所　窓口募金箱 1,795
立川市社会福祉協議会職員（追加分） 111
立川市社会福祉協議会　窓口募金箱 6,176
第一生命保険株式会社　立川支社 10,532
一般社団法人　栄福祉会 2,350
匿名 2,000

一般募金　合計 26,451

歳末たすけあい募金 2019年11月1日～2020年1月20日
地区 自治会名 募金額

富士見

親生会 20,000
喜多町会 10,000
立川富士見町一丁目第３自治会 5,000
富士見町４丁目西町会 34,000
富士見町多摩川団地自治会 27,500
富士見町二丁目自治会 10,045
東親和会 36,900
レガリア会 5,000
富士見会 47,700
東親会 26,600
富一東協和会 29,600
富士見町住宅自治会 40,039
立桜会 19,700

柴崎

都営柴六自治会 5,000
柴二中和会 5,000
柴二南明会 42,900
南親会 42,200
柴中会 30,000
柴二共生会 43,500
柴一協和会 95,900
柴西会 88,850
柴二東部会 20,000
柴三北町会 10,000
柴四東親和会 73,200
柴五会 8,800
しばさき会 51,100
柴一八幡会 39,900

錦

錦西協力会 20,000
錦町五丁目親和会 62,300
錦みよし会 131,400
錦和会 21,000
錦東会 52,500
錦二の中町会 25,500
錦東和会 10,000

羽衣

羽衣町１丁目第２アパート自治会 10,000
羽衣町二丁目北町会 59,419
羽衣第３アパート自治会 16,600
羽衣町みのわ会 70,000
コープ西国立自治会 22,305
羽衣町三丁目自治会 16,300
羽衣本町会 133,900
羽衣町住宅管理組合自治会 11,200
東羽衣会 96,600
羽衣会 80,450

曙

曙二南町会 26,900
曙町三丁目西和会 5,000
曙一南自治会 56,800
曙町二丁目西町会 31,500
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 27,700
曙町二丁目東和会 27,800
曙町一丁目西町会 57,000
曙町三丁目仲和会 82,500

高松

高松町南自治会 5,000
共栄会 24,400
高松町仲和会 25,000
高松町東友会 60,700
高松町一丁目協力会 81,860
高松町三丁目松栄会 5,000
高松町松友会 5,000
高昇会自治会 44,850
高松会自治会 5,000

栄

江の島自治会 3,000
栄町南部自治会 10,000
都営栄町５丁目アパート自治会 5,000
南栄会自治会 5,000
弥生会 3,000
睦会自治会 5,000
親栄自治会 2,600
中砂自治会 12,500
日の出自治会 20,000
江の島道東住宅自治会 44,000
新栄自治会 3,000
第二団地自治会 15,000
東栄会自治会 10,000

若葉

緑ヶ岡ハイツ自治会 5,000
けやき台団地自治会 64,200
十番組自治会 37,000
若葉町団地自治会 125,655
かしの実自治会 2,500
太陽会 5,000

幸

西けやき台団地自治会 20,000
幸町六丁目自治会 5,000
文化村自治会 11,800
幸町２丁目都営アパート自治会 7,000
幸友会 14,500
八番組自治会 18,000
いずみ自治会 1,500
九番組自治会 54,800

柏

新青柳会 3,000
トミンハイム立川泉町自治会 20,000
こぶし自治会 9,200
双葉自治会 11,800
都営柏町第二自治会 10,000
五番組自治会 10,000
玉川上水さかえ野自治会 10,000
青柳自治会 5,000
上水ニュータウン自治会 5,700
柏町六番組自治会 46,650
あざみ苑自治会 5,000
上水相和自治会 4,000
みどり自治会 5,000
西部住宅自治会 10,000
いずみ住宅自治会 196
都営柏町自治会 11,400
北砂川自治会 4,500
立川柏町住宅団地管理組
合法人評議会 58,100

上水自治会 24,950

砂川

四番組自治会 10,000
昭和の森町会 10,000
三番組自治会 20,000
二番組自治会 10,000
ハイホーム立川一番町自治会 4,000
大山自治会 39,300

西砂

中里自治会 10,000
都営松中団地自治会 12,000
宮沢組自治会 10,000
殿ヶ谷組自治会 10,000
西砂自治会 6,500
エステート立川一番町住
宅管理組合 45,700

諏訪の杜自治会 7,800
自治会募金　合計 3,244,769

一般 募金者名 募金額

　

あいのて 5,000
西東京臨済会 100,000
恵光院　立川不動尊 10,000
立川市老人クラブ連合会 274,067
一般財団法人
小原流立川支部 27,010
立川市子ども会連合会 504,956
匿名 2,000
金衛　富佐子 5,000
磯野　俊雄 20,000
匿名 5,000
上田　宏子 1,000

立川市役所職員 88,225
立川市社会福祉協議会職員 22,191
立川市明るい社会をつく
る会 128,093
福田　誠 1,000
KY防犯協会 20,000
立川競輪共済会支部 6,500
立川競輪特別競輪等運営
協議会 752,287

株式会社　ケイドリームス　 218,258
立川競輪お客様 2,955
一般募金　合計 2,193,542
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市民活動センターたちかわ 情報掲示板
主に立川市内のイベントやボランティア情報等を掲載しています

イベント・講習・講座

 … パソコン　　　  … 子ども関係　　　　　  … 地域イベント　　  　　

 … 講座　　　　　  … 交流会　　　　　　　  … メンバー募集

わがまち
たちかわ

普段使えるかわいい小物を手芸で手作り
　あまり手芸をされない方も興味があれば大丈夫♪初心者

の方も大歓迎です！私たちと一緒にみんなで楽しくファスナーポーチ、
小物入れ、ミニトートバック、移動ポケットなどの手芸小物を作りましょ
う！キットや道具は全てこちらで用意します。

日　時：①2020年2月19日（水）13:00～15:00
②2020年3月16日（月）13:00～15:00

場　所：高松学習館　第2教室　(立川市高松町3-22-5)
参加費：500円
申込み：NPO法人トモニ　アイル（高塚（コウヅカ）さん）
　　　　☎ 042-849-2771　

「陶芸に挑戦し、マイ小鉢を作ろう！」
参加者募集

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色の中から選んでいただき、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、キートスホームまで受取りにお越し下さい。
日　時：2020年3月8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）　
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）※初参加の方を優先的に受け付けます　　
締切り：2020年2月28日（金）
申込み：至誠キートスホーム（芳村（ヨシムラ）さん）
 ☎ 042-538-2323　FAX 042-538-2324

パソコン入門講座「パソコンを楽しもう」
受講生募集

　パソコンを始めて間もない方のための初心者入門講座です。
見学歓迎です。

参加費：①②とも1日500円
定　員：各コース16名
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）
持ち物：パソコン
連絡先：パソコン相談員研究会（若月さん）　☎ 090-6514-0764

    　月   日 学習館 10:00~12:00 13:30~15:30
2月 6日（木） 高松 便利なエクセル

機能の色々
午前に引き続き・

補習コーナー2月17日（月） 砂川

2月20日（木） 高松 便利なワード
機能の色々2月25日（火） 砂川

「ダンスパーティー」のお知らせ
　　　　　　　　　　　　　　　重たい服を脱ぎ捨てて素敵なドレスに着替えよう。
早春の午後のひととき、ダンスと楽しい語らいで過ごしましょう。
お一人でもどうぞ。
日　時：2020年3月1日（日）　13:00～15:40
場　所：柴崎市民体育館　第2体育室（立川市柴崎町6-15-9）
参加費：500円　　申込み：当日会場にお越しください
問合せ：立川ダンススポーツ連盟（植田さん）
 ☎ 090-2639-2121

家族介護の技術を知りたい方とホームヘルパ
ーとして再チャレンジしたい方のための講座

　家族介護をされている方とヘルパーとして再チャレンジしたい
方を対象にした講座です。資格は持っているけど実務経験がな
い、長い間実務から離れていた方、現在介護職だけど自信がない
という方は、この機会にぜひご参加ください。　
日　時：2020年2月15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資格取得

者、現任者、立川市総合事業生活支援サポーターに興
味のある方等

参加費：無料　　　締切り：2020年2月14日（金）
申込み：至誠キートスホームヘルプステーション
 　 （芳村（ヨシムラ）さん・川田さん）
 ☎ 042-538-2321　FAX 042-538-1302　
 E-mail: kiitos-HH@shisei.or.jpミニトマの木のベビーボンディング

オイルマッサージで赤ちゃんにやさしく触れ語りかけてあ
げることは親子の絆を深め、いやしの効果があります。河助産師のソフ
トな語り口と温かなまなざしに、赤ちゃんだけでなくお母さんも心のマ
ッサージになり素敵なひと時をお過ごしいただけます。
日　時：2020年2月19日（水）10:30～12:00
場　所：たまがわ・みらいパーク　子育てひろばの部屋　
 (立川市富士見町6-46-1)
講　師：河　房子氏(助産師・国際ボンディング協会スペシャリスト)
対　象：参加時3ヶ月～7ヶ月の赤ちゃん
参加費：500円(オイル代他)　　定　員：10組　　 持ち物：バスタオル
受付期間：2020年2月1日（土）～2月10日（月）迄
主　催：子育て支援ボランティア　ミニトマの木
申込み：たまがわ・みらいパーク事務所　　☎ 042-848-4657
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ひと・モノ・募集

人生100年時代を生き抜くすべての
皆さんへ「脳と心のおもしろ定期健診

　　　   シナプソロジーですこやか教室」
　笑顔で楽しく、脳の機能をアップ。子どもから、大人までどなた
でも脳も心も元気でカラダがよろこぶ。
☆今注目！！シナプソロジーってな～に？☆
「2つのことを同時に行う」「左右で違う動きをする」など普段慣
れない動きで脳に適度な楽しい混乱を与え、「認知機能をつかさ
どる脳」を活性化させる、それなのについ笑えて楽しいプログラ
ムです。
日　時：2020年3月5日 (木)　10:15～11:30
場　所：総合福祉センター　視聴覚室（立川市富士見町2-36-47）
講　師：髙木　かおり氏（シナプソロジーインストラクター）
参加費：500円　　　　
定　員：20名
申込み：NPO法人脳響トーンシステム　
 ☎ 042-576-5938　
 E-mail：info@nohkyo-tone-system.org

時　間：いずれも13:00～17:00　
定　員：40名
対象者： 立川市在住、在学、在勤、立川市在

籍団体会員（原則全回参加できる方）
受講料：2,500円（全回分）
 （高校生、大学生は1,000円）
申込み：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 

立川市災害ボランティアネット（立災ボ）
E-mail：tachi.saibou@gmail.com
 ※ いずれの場合も氏名、住所、電話

番号をお知らせください
募集期間：2020年3月25日(水)～4月20日(月）
 　(定員になり次第終了)
問合せ：立川市災害ボランティアネット
 （矢野さん） ☎ 080-5001-6219　

東京ローンボウルズクラブ　メンバー募集
カーリングの原型となったローンボウルズを昭和記念公園で楽しむことができます。13世紀にスコットランドで誕生した歴史と由

緒ある競技です。東京で唯一プレー出来る昭和記念公園内のローンボウルズコートを立川市民の方々にご利用いただきたくご案内します。東
京ローンボウルズクラブは29年前に立ち上げ活動してきました。ぜひご一緒に楽しんでみませんか。公園来園の際には気軽にお立ち寄りくだ
さい。

活動日：第1日曜日、第2・第4土曜日、第3木曜日　10：00～14：00
場　所：国営昭和記念公園スポーツエリア　ローンボウルズコート
　　　（立川市緑町3173）

参加費：体験は無料（クラブ入会は年会費3,000円）
申込み：練習日にコートで受け付けます

 〒190-0013　立川市富士見町2-36-47　　
☎ 042-529-8323　FAX 042-529-8714

 E-mail：shimin＠tachikawa-shakyo.jp
 URL：http://www.tachikawa-shakyo.jp/skct/

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。

お問合せ
開所日

・
時間

　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、立川のまちづくりに参加したい市民をサポートする窓口です。情報掲示板
ではイベント告知、ボランティア情報を発信します。皆さまからのご意見・掲載情報をお待ちしています。詳しくは電話またはメールにてご連絡く
ださい。

第25回　高齢者総合福祉施設　
至誠ホーム　サービス向上大会

　多様な高齢者福祉サービスを行う至誠ホーム職員の取組みです。部
署ごとにサービスの向上を目指したテーマを設定、取組みの経過と成
果について報告します。皆様のお越しをお待ち申し上げています。
日　時：2020年3月17日（火）18：30～21：00
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：無料　
※ 事前申し込み不要です。参加希望の方は直接会場へお越しください
内　容：サービス向上の取組みについて
問合せ：至誠ホームアウリンコ（櫻井さん）
 ☎ 042-527-3939　FAX 042-527-2020

｢がんカフェ｣
がんの悩みや不安など同じ思いの人 と々の語らいの場です。

がん患者さんや家族など、どなたでも予約なしでご参加いただけます。
日　時：2020年3月～5月　第1土曜日　13:50～15:30
場　所：菊屋ビル3階　308－2号（立川市曙町2-9-1）
参加費：1回200円 
問合せ：ボランティアさくら（岡田さん）
 ☎ 080-1163-5281　※平日10:00～16:00まで対応

受講生大募集！「第４期・市民のための体験型防災講座」
体験して学ぶ防災講座　～防災はあなたの意識と備えから～

日　程 カリキュラム 講　師 会　場

4月26日(日)
大地震が起きたら

立川は？
首都大学東京名誉教授
中林一樹氏 女性総合センター

第3学習室
行政・立川市ができること 立川市防災課長・青木勇氏

5月 9日(土) 災害時の負傷者
トリア―ジ

NPO法人危機管理対策機構
細坪信二事務局長 総合福祉センター

5月24日(日) 防災倉庫に何が入っている？
実際に使ってみよう！

立川市防災課＆
立災ボチーム 第六中学校(予定)

6月 7日(日)
富士山噴火災害と立川 元気象庁職員

松田慎一郎氏 女性総合センター
第3学習室

立川の災害を知る 立災ボ・矢野和孝代表

6月20日(土) 避難所開設・運営ゲーム 立災ボ・HUGチーム 総合福祉センター

7月 4日(土)
要援護者疑似体験と介助方
法のワンポイントレッスン

(社福)幹福祉会
大里宜之氏 総合福祉センター

講座のまとめ・閉講式等 立災ボ・上條宇史事務局長
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高齢者デイサービスセンター　

春の作品展のご案内

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。

立川市社会福祉協議会（立川市総合福祉センター）までの
無料シャトルバス時刻表

社会福祉法人
立川市社会福祉協議会

相談の種類 相談員 実施日 実施時間 予約 問合せ・予約先

法律相談 弁護士 第３土曜日

１３：００～１６：００

要予約

立川市社会福祉協議会　
経営総務係　☎ 042－529－8300

相続相談 相続アドバイザー 第２・４火曜日
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成年後見相談 司法書士 第２土曜日

精神障害者の
家族相談

立川麦の会
(立川精神障害者家族会) 第２月曜日 １３：３０～１６：３０

立川麦の会
☎ 042－563－4569（柳澤）
☎ 042－507－6015（岡田）

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
実施日には、電話相談も受付けています。
アルコール相談専用
☎ 042－529－8426(実施時間中のみ）

　高齢者デイサービスセンターでは、趣味活動としてさまざま
な創作活動を行っています。100歳の利用者の方が丹精込め
て作った刺繍を筆頭に、この1年間をかけて創作した布小物、
塗り絵等の作品を展示します。立川市社会福祉協議会の生活
介護支援事業所や福祉作業所に通う方の作品もあわせて展
示します。ぜひご覧ください。
期　間：2020年2月1２日(水)～2月21日（金）午前中まで
 ※日曜日を除く
場　所：総合福祉センター　2階　エレベーター前スペース
問合せ：高齢者デイサービスセンター（五十嵐）
 ☎ 042-529-8396　FAX 042-548-1724

総合福祉センター
→ 立川駅北口 行　　　　　　

立川駅北口
→ 総合福祉センター 行

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

開所時間 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。

次回の発行は５月1日です。

〒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
URL：http://www.tachikawa-shakyo.jp/ 　　　 
E-mail：info@tachikawa-shakyo.jp

○ 運行は月曜から金曜ま
でです。

○ 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。

立川市社会福祉協議会   Facebook   立川市社会福祉協議会   検　索

次回の発行は５月1日です。E-mail：info@tachikawa-shakyo.jp

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。

☆  異常気象による気候変動で夏・秋と山歩きができず、気落ちしています。（山）

☆  いよいよオリンピックイヤーで盛り上がってきました。寒さに負けず、東京2020ボランティア研修頑張ります。（み）

☆  まだまだ先だと思っていた2020年。新しいことを始めようと思います！（松）

☆  2020年。自分自身にとっても変化の大きい節目の年。気合を入れて過ごします！（あい）

☆  暖かい冬でした。毎年温暖化を実感しております。皆さまの心も温まりますように。（梅）

☆  一年間立川の農業を考える会議を重ねてきました。農業者と市民が力を合わせて立川農業を盛り立ててもらいたいです。（８豊）




