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 立川市社会福祉協議会
注目記事

P2 ... 元気人たち
  多摩グリーン・ツーリズム・クラブの磯崎さん

に団体の活動と、男性の地域デビュー、地
域参画についてお話を伺いました

　立川市社会福祉協議会は、地域福祉の推進を目的とする福祉団体です。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

※ 新型コロナウイルスの感染拡大状況により、本誌に記載されているイベント・募集は延期・中止になる可能性があります。
　ご参加前に、主催者にご確認ください。

ああいいいいいいああああいあいいあいああいいい通信通信通信あいあい通信
　ヒューマンライブラリーとは、障害のある方や依存症当事者といった“偏見や差別を
受けやすい”語り手を｢本｣に見立て、図書館で本を読むように直接対話することで、お
互いに理解を深めるイベントです。
　本の種類は障害のある方やその家族、路上生活経験者、難病、不登校、化学物質過
敏症と多岐に渡ります。
　社会的マイノリティと呼ばれる方の語りを通し、心のバリアが溶ける読書体験を味わ
ってみませんか。

日　時：2021年2月27日（土） 11:00～16:00
場　所：オンライン（ZOOMを使用します）
 ※ZOOMの操作に不安のある方はお問合せください。 
対　象：中学生以上（小学生の方は要相談）
参加費：無料（パソコンや周辺機器の準備、通信料などは参加者負担）
申込み：次のＱＲコードか、立川市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
問合せ：ボランティア・市民活動センターたちかわ
 ☎ 042-529-8323　FAX 042-529-8714　E-mail:shimin@tachikawa-shakyo.jp　

　2021年度より年間300円のAコースの保険料が350円に値上がりするなど、保険料や補償金額が改定されます。新型コロナウイルスの
まん延に伴い、特定感染症に指定感染症（新型コロナウイルス）が追加され、補償の対象となりました。詳しくはこちらをご覧ください。

東京福祉企画　http://www.tokyo-fk.com/volunteer/volunteer.html

※ 2021年度のボランティア保険の加入は、2021年3月上旬から受付をはじめます。
　詳細についてはボランティア・市民活動センターたちかわへお問い合わせください。

■問合せ：ボランティア・市民活動センターたちかわ　
 ☎ 042-529-8323　FAX 042-529-8714　E-mail:shimin@tachikawa-shakyo.jp　

2021年度ボランティア保険
補償内容・保険料について

ヒューマンライブラリー＠立川～オンライン～
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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

第7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！
　「まちパ」とは、「これからは地域で何かしたい」「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6回の実施の中では、この「まちパ」をきっかけに団体に加入
し、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スキ
ルを生かし、団体でご活躍されている方がたくさんいます。
　楽しい団体の方々が、皆さんとの出会いを待っています。
　あなたの思いを地域でカタチにしませんか？
　今年はオンラインでの開催を予定しています。自宅にいながら団
体の活動の様子を知ることができます。
　また、「まちパ」の開催に先駆け、3月9日（火）にオンライン講演会
も実施します。詳しくは、6ページの「情報掲示板」をご覧ください。

イベント詳細
日　時：2021年3月13日（土）　13:30～15：30
内　容： 市民活動団体による活動紹介（オンライン（YouTube Live）にて実施）
定　員：100名（申込み順）　　参加費：無料
問合せ・申込み： 立川市社会福祉協議会 
  ボランティア・市民活動センターたちかわ 
URL（https://forms.gle/YjTuDyJdLdNaAwd96）またはQRコード
を読み取っていただき、Googleフォームからご応募
いただくか、電話・FAX・メールのいずれかでお名前・
住所・ご連絡先・年代をお知らせください。
☎042-529-8323　FAX 042-529-8714
E-mail：shimin@tachikawa-shakyo.jp 

多摩グリーン・ ツーリズム・ 
クラブの磯崎さんに団体の活動
と、男性の地域デビュー、地域参
画についてお話を伺いました。

―多摩グリーン・ツーリズム・ク
ラブについて教えてください。

当団体は、地域のシニアの方々
の交流の場の１つとして、病気
や介護、相続、生きがい等、シニ
ア課題について学んだり相談し
合ったりしながら楽しい交流の
場作りをしています。主に6つの
活動があります。①援農ボラン
ティア（山形のさくらんぼと山梨
のぶどう）②終活講座③介護福
祉講座（学びと体験）④市民活
動（『待っています！あなたの地
域デビューtheパーティー（以下 
まちパ）』やたちかわ楽市※1へ
の参加）⑤健康趣味講座（フレ
イル防止※2やドローン体験等予
定）⑥他団体との交流等です。

当団体の特徴はシニア課題の
多くを学ぶことができ、かつ楽し
い会というのを売りにしていること
です。現在のメンバーは男性8名、
女性4名で、新規会員を募集してい
ます。年会費は1,000円です。

―どのようなきっかけで団体を
立ち上げられたのですか？

リタイア前、地域との関わりが
希薄であることに課題を感じて
いました。住んでいる場所は故
郷ではなく、地域の人との繋がり
が全くありませんでした。妻の勧
めで社協主催の『まちパ』に参加
し、そこで『三多摩市民後見を考
える会』と出会い、いろいろ学ん
だことがきっかけです。

「このままでは行政は持たな
い、さまざまなシニアの課題に対
して対処療法のような既存の活
動ではダメだ、社会的包摂を目
指すのであれば、自分は何が出
来るか」と考えました。

そして、リタイア後、シニアの
方々の受け皿の１つになれるよ
う、団体を立ち上げました。今の
メンバーには１人ひとり声をか
け、互いに共感しあい、メンバー
となってもらい、そこから活動を
拡げていきました。

結成から２年。仲間と和やか
にやっています。地域には本当に
たくさんの人材がいると感じるの
で、人とのご縁が繋がっていくこ
とがとても楽しいです。

―どんな活動から取組まれたの
ですか？

山形の援農ボランティアです。
仕事で山形県東根市と関わりが
あったので、そのご縁で始めまし
た。鳥がさえずり、害虫も出ない
園内で、作業もコツを掴めば決し
て難しくないので安心です。自然
や地元の人と触れ合い、作業後
は温泉に入って美味しいものを
いただく、大変人気のある活動
です。

シニアの課題は山ほどあって、
それぞれ違います。私たちは、み
んなが必要としていることを、そ
れぞれがリーダーシップをとって
取組んでいます。互いに共感し、
我が事として取組んでいます。そ
こではこれまでの資格や経験も
活きています。

―これから地 域活動や市民
活動へ参加しようと考えている
方に向けてメッセージをお願い
します。

「人生100年」と言われて久し
く、セカンドステージをより良く
生きたいのは誰しも同じですが、

リタイア後は総務課も人事課も
無く、独りで課題へ対処すること
が必要です。お元気なうちに、同
じ課題を持つ仲間と学び備え、
楽しく過ごすのも１つの選択肢で
はないでしょうか。ご興味のある
ものに参加し、仲間と時間を共
にすることは心強く、大変価値が
あると思います。立川社協のボラ
ンティア・市民活動センターたち
かわでは多くの団体が登録して
います。『まちパ』等を通して、自
ら確認しながらお気軽に参加し
てみてください。男性は是非ご検
討ください。当団体は、年齢に限
らず新メンバー大歓迎です。是非
お問合せください。

※1 たちかわ楽市
毎年、秋に開催される市民

参加型 総合イベント。「立 川
しみん祭」「たちかわ商人祭」
「立川市農業祭」「昭和記念
公園イベント」が同時開催。

※2 フレイル
加齢により心身が老い衰え

た状態。高齢者のフレイルは、
生活の質を落とすだけでなく、
さまざまな合併症も引き起こ
す危険がある。

「多摩グリーン・ツーリズム・クラブ」磯崎雅樹さん
第２の人生、生き甲斐は
地域の絆づくり

話そう！元気人
たち
元気人
たち

多摩グリーン・ツーリズム・クラブ 団体ホームページ： http://www.isozakima-law.com/tgtc.html
  加入・問合せ：磯崎　E-mail：isozakima630@gmail.com

さくらんぼ収穫の１コマ

山梨県葡萄農園での下見会

2021年度実施予定の福祉美容講座

楽市の様子
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新型コロナウイルス感染症の影響で
生活資金にお困りの方々へ

受付日 氏名・団体名 寄付金額
11月4日 ｇｓ　kitchen　牛腸　俊介 4,000 
12月9日 ｇｓ　kitchen　牛腸　俊介 3,000 
12月14日 匿名 20,000 
12月17日 中砂自治会 16,600 
12月23日 ｇｓ　kitchen　牛腸　俊介 3,000 
12月25日 金衛　富佐子 30,000

新型コロナウイルス対策地域支援寄付金　
寄付者・団体  

新型コロナウイルス対策地域支援寄付金 
活動助成団体とその活動内容

2020年11月1日～12月31日 (敬称略）

2020年11月1日～12月31日 (敬称略）

※ 2021年1月1日以降の寄付については、次号に掲載させていただ
きます。

受付日 氏名・団体名 寄付金額
11月18日 匿名 20,000 
11月19日 第5地区民生委員・児童委員協議会 1,188 
11月19日 第4地区民生委員・児童委員協議会 716 
11月19日 荒井　敏子 1,000,000 
11月25日 第6地区民生委員・児童委員協議会 1,492 
11月25日 第２地区民生委員・児童委員協議会 840 
11月26日 第３地区民生委員・児童委員協議会 1,773 
11月27日 第1地区民生委員・児童委員協議会 2,889 
12月1日 木下アカデミー 5,050 
12月1日 伏木　竹代 4,500,000 
12月4日 匿名 500,000 
12月4日 匿名 5,000 
12月7日 匿名 50,000 
12月8日 匿名 20,000 
12月9日 真如苑 10,000,000 
12月10日 小林　利江 10,000 
12月11日 匿名 3,799 
12月14日 匿名 10,000 
12月16日 第２地区民生委員・児童委員協議会 2,435 
12月16日 第6地区民生委員・児童委員協議会 1,076 
12月16日 磯野　俊雄 26,442 
12月17日 第5地区民生委員・児童委員協議会 1,496 
12月17日 第4地区民生委員・児童委員協議会 2,364 
12月18日 ささえ合いサロン「うたう会」 1,360 
12月18日 星　弘美 30,000 
12月21日 匿名 500,000 
12月22日 立川市ダンススポーツ連盟 22,223 
12月22日 カトリック立川教会 70,000 
12月23日 榎本　直子 10,000 
12月23日 第３地区民生委員・児童委員協議会 1,662 
12月25日 川口　加代子 20,000 
12月25日 金衛　富佐子 5,000 
12月25日 匿名 10,000 

寄付者名簿
2020年11月1日～12月31日 (敬称略）　　　 　   総額：16,836,805円

 総額：76,600円

国際教育文化交流ビエンベニード会

スペイン語学習を通しての多文化交流、子ども食堂、海外留学生への食の
支援と傾聴、その諸経費

コロナ困りごと相談会・立川実行委員会

「コロナ困りごと相談会」における諸経費

みっけもの

施設入所者や子育て世代へお正月や成人式用マスク配布における諸経費

ご協力ありがとうございました！

　新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方々に向けて緊急小口資金の特例貸付を実施しています。なお、緊急
小口資金と総合支援資金の申請期限が、2020年12月25日から2021年3月31日まで延長されました。 ※郵送は3月31日必着

詳細は、東京都社会福祉協議会のHPをご覧ください。
（https://www.tcsw.tvac.or.jp/index.html）
※新型コロナウイルス感染予防の観点から、郵送による申請を原則としています。まずは下記までお問い合わせくださいますようお願いします。
問合せ：立川市くらし・しごとサポートセンター　☎ 042-503-4308　FAX 042-526-6081　　立川市富士見町2-36-47

■緊急小口資金
対象： 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により

収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための
生活費を必要とする世帯。

　・貸付上限額 20万円以内
　・据置期間 １年以内
　・返済期間 ２年以内（24回以内）
　・連帯保証人 不要
　・利子 無利子

■総合支援資金～主に失業された方向け～
対象： 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等に

より生計維持が困難となり、生活再建までの生活費を必要とする
世帯。

　・貸付上限額 (単身世帯）月15万円以内　
 (複数世帯）月20万円以内
　・貸付期間  原則3か月以内
　・据置期間 １年以内
　・返済期間 10年以内（120回以内）
　・連帯保証人 不要
　・利子 無利子

離職等によって住居を喪失又は
そのおそれのある方へ（住居確保給付金の支給）
　住居確保給付金は、離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家
賃相当額の給付金を支給し、生活の土台を整えた上で、就職に向けた支援を行う制度です。
　これまでは、離職または廃業後2年以内の方が給付金支給の対象でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響を踏まえ、やむを
得ない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方も対象となります。
　支給には一定の要件を満たしていることが必要です。
　詳しくは下記へお問い合わせください。
問合せ：立川市くらし・しごとサポートセンター　☎ 042-503-4308　FAX 042-526-6081　　立川市富士見町2-36-47
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ご協力ありがとう
ございました！

2020年度　立川市社会福祉協議会　会員・会費　
団体・個人会員   

団体・企業名

有限会社　三幸

2020年11月1日～12月31日（敬称略）
個人

匿名

自治会 
地区 自治会名 準

会員 個人 団体 加入
者数 合計金額

富士見

富士見会 1 79 80 42,300

富士見町４丁目西町会 65 65 33,000

東親会 135 10,000

富士見町住宅自治会 18 18 10,500

レガリア会 2 2 1,000

上富士町会 157 30,000

柴崎

柴一八幡会 64 64 33,000

柴崎町二丁目中和会 81 81 40,500

南親会 95 95 48,000

柴二共生会 122 5,000

柴五会 11 11 5,500

柴三北町会 18 18 12,000

錦

錦和会 43 1 44 26,500

錦みよし会 525 20,000

錦東会 27 27 14,000

錦東和会 69 69 37,000

錦二の中町会 60 60 32,000

錦町五丁目親和会（追加分） 68 68 35,500

羽衣

東羽衣会 217 100,000

羽衣町みのわ会 6 157 163 92,800

羽衣本町会 1 250 251 125,800

羽衣会 5 146 151 76,500

羽衣町三丁目自治会 20 20 10,000

羽衣第３アパート自治会（追加分） 6 6 3,000

羽衣町１丁目第２アパート自治会 6 6 3,000

羽衣町二丁目北町会 6 100 106 52,100

曙
曙町一丁目西町会 2 91 93 46,600

曙一南自治会 19 109 128 60,900

高松

高松町一丁目協力会 148 148 77,000

高松町仲和会 370 5,000

高松町南自治会 18 117 135 64,700

高昇会自治会 98 98 49,000

栄

睦会自治会 150 41,500

日の出自治会 197 5,000

第二団地自治会 150 10,000

若葉
緑ヶ岡ハイツ自治会 37 37 18,500

十番組自治会 57 57 28,500

幸
文化村自治会 9 9 4,500

八番組自治会 180 18,000

柏
みどり自治会 7 7 3,500

立川柏町住宅団地管理組合法人評議会 21 21 10,500

砂川
大山自治会 28 28 16,000

四番組自治会 300 30,000

西砂

天王橋自治会 141 5,000

エステート立川一番町住宅管理組合自治評議会 16 16 12,000

西砂自治会 9 9 5,500

AYUMO CITY立川自治会 1 1 500

中里自治会 363 20,000

自治会　総合計 58 2,133 1 5,199 1,431,200

赤い羽根共同募金　自治会
2020年11月1日～2021年1月8日（敬称略）

地区 自治会名 募金額

富士見

レガリア会 11,650
富士見町住宅自治会 14,744
富士見町多摩川団地自治会 23,200
富士見町４丁目西町会 33,000
東親会 10,000
富一東協和会 27,600
富士見会 47,300
上富士町会 10,000

柴崎

柴一協和会 73,420
柴二共生会 43,500
柴五会 20,200
南親会 40,900
柴一八幡会 37,800
柴三北町会 10,000

錦

錦和会 22,000
錦東会 34,500
錦みよし会 20,000
錦西協力会 20,000
錦東和会 10,000
錦町五丁目親和会 47,900

羽衣

東羽衣会 10,000
羽衣町みのわ会 69,800
羽衣町三丁目自治会 14,200
羽衣第３アパート自治会 12,300
羽衣町１丁目第２アパート自治会 15,600
羽衣町二丁目北町会 63,700

曙

曙一南自治会 51,700
曙町三丁目東町会 20,000
曙一東自治会 25,600
曙町一丁目西町会 52,600
曙二南町会 20,000

高松
高昇会自治会 5,000
高松町仲和会 25,000
高松町一丁目協力会 74,336

栄

新栄自治会 4,000
日の出自治会 20,000
第二団地自治会 15,000
親栄自治会 2,400
中砂自治会 12,000
江の島道東住宅自治会 24,665

若葉
太陽会 5,000
十番組自治会 5,000

幸
文化村自治会 15,000
幸町２丁目都営アパート自治会 7,200
都営幸町第四自治会 4,000

柏

いずみ住宅自治会 290
柏町六番組自治会 45,650
上水ニュータウン自治会 3,299
こぶし自治会 8,500

砂川

ハイホーム立川一番町自治会 2,300
ハイホーム立川参番館自治会 1,000
大山自治会 52,800
三番組自治会 20,000
四番組自治会 5,000

西砂

コープタウン立川一番町管理組合 10,500
エステート立川一番町住宅管理組合自治評議会 22,500
西砂自治会 6,500
天王橋自治会 5,000
中里自治会 10,000

自治会募金　合計 1,325,154

赤い羽根　寄付者名 募金額
立川市役所職員(追加） 7,825
立川市社会福祉協議会職員（追加） 37
立川市役所職窓口 2,291
立川市社会福祉協議会窓口 187
社会福祉法人　欅会 1,532
社会福祉法人高峰福祉会　西砂保育園 6,833
社会福祉法人昭島愛育会　松中保育園 6,134
社会福祉法人 恵比寿会 7,344
見影橋保育園 20,032
あおば保育園 10,000

一般募金　合計 62,215

※ 1月1日以降の会費については、次号に掲載させていただきます。 ※ 1月1日以降の会費については、次号に掲載させていただきます。

一般
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冒険遊び場の会たちかわ
～子どもがのびのび思いっきり

遊べる場所～
 地域福祉コーディネーター　田口
　冒険遊び場の活動が広がりをみ
せています。活動団体は全国で約
500か所となり、それぞれの地域に
あった運営方法や環境のもとで行
われています。
　立川も2020年1月に「冒険遊び
場の会たちかわ」が発足し、活動が
始まりました。冒険遊び場を実際に

開催することで「子どもの居場所づくり」を通した地域の交
流が進められています。
　「最近は外で遊んでいる子どもを見かけない」と感じて
いる方も多いのではないでしょうか。冒険遊び場は、子ども
が「遊び」をつくる場です。そこでは火を使ったり、木に登っ
たり、手づくりブランコで遊んだり・・・。落ち葉等の自然に
ある素材も遊び道具の一つになります。子どもが「やってみ
たい」と思うことを実現していく場となっています。
　遊びは子どもにとって生きるこ
とそのもの。思いっきり体を動か
して遊べる場所が必要です。子ど
もがのびのび遊べる冒険遊び場
は子どもの生きる力を育てる場
所になります。ぜひ、屋外で思い
っきり遊んでみませんか？

問合せ：冒険遊び場たちかわ　代表　村上　
E-mail：tachikawabouken@gmail.com

パパの繋がりが地域に広がる！
～ママとコドモの笑顔を原動力に～

    地域福祉コーディネーター 小林
　　
　
　

　「パパもママもコドモもワクワク」をモットーに、主に立川市内のパパた
ちで構成される子育て応援部「Ｈｉタッチ！！」も、発足から1年を迎えまし
た。さまざまなスキルやアイデアを持つパパたちが集い、楽しく活躍の機会
を広げています。「妊娠・出産前のパパに向けた講座」では『パパだからこ
そ、妊娠・出産に向けてできることを一緒に考えよう』をテーマに、子育てを
ワクワクしながら考えるワークショップを実施。先輩パパママだからこそ伝
えられる、リアルな体験談を地
域へ還元しています。
　今後は『ママパパのための育
休復帰』をテーマに、復帰前に
仕事・保育の両立準備を楽しく
考える講座を企画中で、今春実
施予定です。
　 子 育 てしや す いまちづくり
に向けた活動。今後のＨｉタッ
チ！！に注目です。

町 担当者 電話

富士見・柴崎 池谷 042-540-0205

錦・羽衣 丸山 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

※ 1月1日以降の会費については、次号に掲載させていただきます。

歳末たすけあい募金　自治会
2020年11月1日～2021年1月8日（敬称略）

地区 自治会名 募金額

富士見

東親会 10,000
富士見町４丁目西町会 34,507
レガリア会 5,000
親生会 10,000
富士見会 45,600
東親和会 45,500
立桜会 19,600
立川富士見町一丁目第３自治会 5,000
富士見町二丁目自治会 10,000
富士見町多摩川団地自治会 44,100
富一東協和会 48,500
富士見町住宅自治会 55,375

柴崎

都営柴六自治会 5,000
柴崎町二丁目中和会 5,000
柴二南明会 42,000
南親会 43,200
柴五会 8,500
柴二共生会 48,000
柴四東親和会 20,000
柴一協和会 94,730
柴二東部会 5,000
柴三北町会 10,000
柴中会 30,000
柴一八幡会 41,900

錦

錦みよし会 50,000
錦西協力会 20,000
錦二の中町会 20,109
錦和会 22,500
錦東会 38,297

羽衣

羽衣町二丁目北町会 78,400
東羽衣会 50,000
羽衣町三丁目自治会 14,600
羽衣町みのわ会 69,000
羽衣第３アパート自治会 15,900
羽衣町住宅管理組合自治会 18,500

曙
曙一東自治会 5,000
曙町三丁目東町会 20,000
曙町三丁目仲和会 10,000

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。

曙
曙一南自治会 56,900
曙町三丁目アパート自治会 29,500
曙町一丁目西町会 55,900

高松

高松町南自治会 5,000
高松町仲和会 25,000
高松町松友会 5,000
高松町一丁目協力会 75,200
高松町東友会 53,460
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
東栄会自治会 10,000
都営栄町５丁目アパート自治会 5,000
睦会自治会 5,000
中砂自治会 12,000
南栄会自治会 5,000
日の出自治会 20,000
弥生会 3,000
第二団地自治会 15,000
江の島道東住宅自治会 20,000
親栄自治会 2,400

若葉

緑ヶ岡ﾊｲﾂ自治会 5,000
はなみずき会 3,000
十番組自治会 26,800
若葉町団地自治会 10,312
けやき台団地自治会 69,400

幸

九番組自治会 7,100
いずみ自治会 1,500
八番組自治会 18,000
西けやき台団地自治会 20,000
文化村自治会 13,500
幸町２丁目都営アパート自治会 7,900
幸町六丁目自治会 5,000
幸友会 8,800

柏

こぶし自治会 8,500
上水ニュータウン自治会 3,298
あざみ苑自治会 5,000
都営柏町第二自治会 10,000
玉川上水さかえ野自治会 10,000
青柳自治会 5,000
トミンハイム立川泉町自治会 20,000
七番組自治会 26,700 ※ 1月9日以降の歳末たすけあい募金について

は、次号に掲載させていただきます。

一般

柏

五番組自治会 10,000
みどり自治会 5,000
柏町六番組自治会 48,810
いずみ住宅自治会 854
新青柳会 3,000

砂川

三番組自治会 20,000
昭和の森町会 10,000
四番組自治会 10,000
ハイホーム立川一番町自治会 1,300
二番組自治会 10,000
大山自治会 47,200

西砂

都営松中団地自治会 12,000
殿ヶ谷組自治会 10,000
中里自治会 10,000
西砂自治会 8,000
ＡＹＵＭＯ　ＣＩＴＹ　ソルヴィ
エントメイツ西武立川自治会 2,500

天王橋自治会 5,000
エステート立川一番町住宅管
理組合自治評議会 51,500

自治会募金　合計 2,090,152

募金者名 募金額
立川市役所職員 74,046
立川市社会福祉協議会職員 16,739
立川市社会福祉協議会窓口 1,558
西東京臨済会 100,000
あいのて 5,000
KY防犯協会 20,000
恵光院立川不動尊 10,000
一般社団法人　小原流　立川支部 34,530
立川市老人クラブ連合会 225,440
軸丸　里奈 2,000
児島　充 10,000
磯野　俊雄 10,000
久住　俊夫 1,100
嶺山　真由美 1,000
東京競輪組合共済部 5,810

一般募金　合計 517,223
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※ 新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載されているイベント等が延期または中止となる可能性があります。
お出かけ前に必ず、主催団体にお問い合わせください。

イベント・講習・講座

家族介護の技術を知りたい、ホームヘルパ
ーとして再チャレンジしたい、とにかく介護
の基本が知りたい方のための講座

認知症の理解を深める講義と基本的な介護技術を学び「介護」
に対する不安を少しでも和らげることを目的としています。また、ヘ
ルパーの資格は持っているけれど実務経験のない方、長い間実務か
ら離れてしまった方、現在介護職だけど自信がなく、こっそり勉強を
してみたいという方もぜひご参加ください。

日　時：2021年2月20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（映像を用いて）」
対象者： ご家族の介護をされている方、ホームヘルパー資格取得者、

ホームヘルパーや立川市総合事業生活支援サポーターに
興味のある方等

受講料：無料
締切り：2021年2月17日（水）
申込み：至誠キートスホームヘルプステーション　
 担当：（川田（カワタ）さん）
 ☎042-538-2321　FAX 042-538-1302 
 E-mail: kiitos-HH@shisei.or.jp

多文化共生・国際理解講座「海外ルー
ツの子どもの学び～YSCグローバル・
スクールの取り組みより～」　

海外にルーツを持つ子どもたちの現状、支援の実情を、
YSCグローバル・スクールでコーディネーターとして支援してい
る山田 拓路氏からお話いただきます。多文化共生に適した地
域づくりを考えてみませんか？　
日　時：2021年2月10日（水） 14：00～16：00
場　所：幸学習館（立川市幸町2－1－3）
講　師：YSCグローバル・スクール  コーディーネーター 
 山田 拓路（ヤマダ タクジ）氏
定　員：30名（申込み順）　　保育：若干名（1歳～学齢前）
申込み：幸学習館   ☎042-534-3076  FAX042-534-6698

ボランティア・
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

 … パソコン　  … 交流会　  … 講座　  … オンライン　  … メンバー募集　  … ボランティア募集

わがまち
たちかわ

『がんカフェたま』
がんの悩みや不安など、同じ思いの人々との語ら

いの場です。がん患者さんやご家族が予約なしでご自由に参
加いただけます。当日はマスクの着用、事前の検温をよろしく
お願いします。新型コロナウイルスの感染状況により中止する
可能性もあります。お問合せください。
日　時：2021年2月6日（土）、3月6日（土）14：00～15：00
場　所：菊屋ビル4階　409号室（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（オカダ）さん
 ☎ 080-1163-5281　※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

　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。
見学歓迎です。

    　月   日 学習館 10:00~12:00 13:30~15:30

2月4日（木) 高松 エクセル機能を
復習してみよう

蝶々を飛ばそうGIF
アニメ・補習コーナー

2月10日（水) 高松 ワード機能を
復習してみよう

2月15日（月) 砂川 エクセル機能を
復習してみよう

蝶々を飛ばそうGIF
アニメ・補習コーナー

2月24日（水) 砂川 ワード機能を
復習してみよう

定　員：各コース　16名（パソコンを持参してください）
参加費：1日500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）
問合せ：パソコン相談員研究会（若月（ワカツキ）さん）　
 ☎090-6514-0764

まちパ　オンライン講演会
コロナ禍において、非常に厳しい生活を強いられ

ている方や、孤立してしまう人が増えています。今こそ、社会課
題を解決するための活動が求められています。
　今回は、地域活動の持つ力や重要性について、オンライン
（ZOOM）で講座を開講します。
　今、私たちにできることは何か、一緒に考えてみませんか？
日　時：2021年3月9日（火）15:00～17:00
場　所：オンライン（ZOOM）　　参加費：無料
定　員：100名（申込順）
講師：武蔵野大学人間科学部社会福祉学科　渡辺裕一教授
申し込み： URL（https://forms.gle/ujhku7Dct3s28P766）

またはQRコードを読み取っていただ
き、Googleフォームからご応募いただ
くか、電話・FAX・メールのいずれかで
氏名・住所・ご連絡先、年代をお伝えく
ださい。

問合せ：ボランティア・市民活動センターたちかわ（右記）
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ひと・モノ・募集

布ぞうり作り研究会 by mokuromi　メンバー募集　
　布を紐に編み込んで作る布ぞうり。研究会では基本の作り方を教えています。基本が

出来る様になったら、色形にこだわったオリジナルの研究をします。BGMが流れる部屋で会員同士
情報交換をしながら腕を上げていきましょう。
　布ぞうり研究会では社会貢献活動も行っています。NPO団体から古着の提供を受け、布ぞうりに
加工したり、園児に寄付したり、講座を開いたり。この会で得た技術を生かすだけで社会貢献にな
ります。ぜひご参加ください。

問合せ：社会貢献活動団体mokuromi（稲垣（イナガキ）さん）
 ☎090-8590-5598

『動画編集ボランティア』大募集！！！　
　今年度新たに開設したYouTubeチャンネル、「立川社協動画チャンネル」に掲載する動画を編集してくださる方を募集します。

作業は、動画を切ってつなげたり、テロップを挿入したり、サムネイルの作成等です。
今までに高校生～社会人の幅広い方に参加していただき、「自分の趣味で人のためになれたのですごく嬉しかったです！」等の声をいただ
いています。
①パソコンをお持ちの方
②動画編集の基本的な知識をお持ちの方(編集ソフトは各自でご用意ください)
③インターネット環境がある方(通信料等の諸経費は各自でご負担ください)
　コロナ禍に、自宅でできるボランティアです。ご希望の方は、
URL（https://forms.gle/2J54KcT1xLtNMxPV7）またはQRコードを読み取っていただき、Googleフォームか
らご応募ください。

　沢山のご応募、お待ちしています！
　立川社協動画チャンネルに掲載している動画につきましては、チャンネル登録をしていた
だきますと、投稿のお知らせが皆さまに届きます。
　ぜひ、チャンネル登録と動画への「いいね！」をお願いします！

問合せ：ボランティア・市民活動センターたちかわ（下記）

 〒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：https://www.tachikawa-shakyo.or.jp/
 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

　ボランティア・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。

立川市社会福祉協議会はSNSでも情報を発信しています！
　立川市社会福祉協議会では、地域の市民活動の情報やボランティア情報に“いつでも、どこでも”アクセスできること
を目指し、日々SNSを更新しています。このたび、YouTubeに「立川社協動画チャンネル」を開設しました。市民のボラン
ティアさんに編集していただいた動画も投稿しています。この機会にぜひご覧ください！

Twitter Facebook YouTube
https://twitter.com/tachikawashakyo https://www.facebook.com/

tachikawashakyo/
https://www.youtube.com/channel/
UC6jmd_GgODoVOA4qbRJILLQ



8 「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

立川市社会福祉協議会嘱託職員募集

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。

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

（祝日の場合は         
   第4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

成年後見相談 司法書士 第２土曜日
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

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
（祝日の場合は
   第3月曜日）

１３：３０～１６：３０ 立川麦の会
☎ 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）

職　　種：①相談員　②支援員　③看護師
業　　務： ①社会福祉関係の相談支援業務
 ② 心身障害者の生活介護支援業務、就労支援業

務または障害児学童指導業務
 ③ 生活介護支援事業所における障害者の健康管

理、医療ケア、日常生活の介助業務等
給　　与：①②月額200,000円　
 ③月額267,000円（業務手当67,000円含む）
雇用期間： 2021年4月1日～2022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：2021年2月26日（金）
 ※ 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。
試 験 日：2021年3月6日（土）
申込み・問合せ： 地域活動推進課　
  経営総務係（小山・桒野）
  ☎ 042-529-8300　FAX 042-529-8714
  E-mail：info@tachikawa-shakyo.jp

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。

〒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：https://www.tachikawa-shakyo.or.jp/ 　　　 
E-mail：info@tachikawa-shakyo.jp

その他問合せ及びご意見、ご感想はこちらまで 
84.4fm エフエムたちかわの立川多摩地域情報局プレッセにて、当会の情報
を発信しています。【出演時間】毎月第2火曜日11：30～11：40

○ 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 Twitter 立川市社会福祉協議会 検　索

※ 新型コロナウイルスの感染拡大状況により各種専門相談が中止となる場合があります。また、予約不要のアルコール相談も中止となる可能性があり
ますので、お出かけ前に必ずお問い合わせください（実施時間外のお問合せは 経営総務係  ☎ 042－529－8300 まで）。

立川市社会福祉協議会（立川市総合福祉センター）までの

次回の発行は2021年5月1日（予定）です。

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。
☆  新型コロナ禍はいつまで続くのでしょう。厳しい冬と一緒に１日も早くコロナにもさよならをして何も心配せずに旅にでも出掛けたいな
ぁと考える今日この頃です。（S・O）

☆  できる予防を全てしてもコロナの不安は消えないけど、心のつながりをもって励まし合って乗り切りましょう！（松）
☆  「2021年は毎日学習と運動」と目標立てましたが早くも続かず…頑張ります！（あい）
☆  外に出ること自体が制限される昨今、あいあい通信が皆様の心の拠り所のひとつになれるようご意見ご感想をお寄せください。（梅）


