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	 立川市社会福祉協議会
注目記事

P1.... .赤い羽根共同募金運動について
P2.... ..第17回　立川市地域福祉市民フォーラム
. .たちかわしが元気であるために　住まうま

ちから住み続けられるまちへ　地域で共に
生きていく～住まい～

　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。
　ご参加の前に、主催者にご確認ください。

ああいい　　ああいい通信通信あい　あい通信

●赤い羽根共同募金運動とは
　例年10月から全国一斉に始まります。お寄せいただいた募
金は、福祉施設や団体に配分しています。募金の一部は災害
支援などにも活用されています。
　立川地区の事務局を担っている立川市社会福祉協議会で
は、募金箱の設置の他、自治会や市内社会福祉法人等に取
りまとめをご協力いただいています。昨年は、コロナ禍ではあ
りましたが、総額2,040,376円の募金にご協力いただきまし
た。改めてお礼申し上げます。
　赤い羽根共同募金の配分金は、立川市内の22の福祉施設・団体で、福祉事業を継続するための資金として活用されました。

●どうやって募金できるの？
①当会窓口と市役所窓口に設置している募金箱にご入金
②当会窓口でのご納付
　窓口にお越しいただくと、税控除に利用可能な領収書を発行することができます。※１
③アプリケーションを使ってご納付
　�　「ａｕＰＡＹアプリ」による新しいスタイルの募金が可能になりました。場所や時間を選
ばず、いつでも募金ができます。ａｕ以外の携帯電話をご利用の方も、「ａｕＰＡＹアプリ」をインストールし、チャージ（入金）してい
ただければご利用が可能です。「ａｕＰＡＹアプリ」をご利用中の方は上記のＱＲコードからアクセスしてください。

　�　ただし、こちらの募金は、匿名の募金となるため、領収書の発行ができません。ご了承ください。

●募金箱設置店、赤い羽根共同募金ａｕＰＡＹＱＲコード設置協力店を募集しています
　赤い羽根共同募金運動の期間中、募金箱やＱＲコードシールの設置にご協力いただける企業・商店様がござい
ましたら、是非ご連絡ください。【設置期間：2021年10月～12月末日】
■問合せ　経営総務係　☎�042-529-8300　FAX�042-529-8714　E-mail：info@tachikawa-shakyo.jp

 赤い羽根共同募金運動について

au�PAY公式HP
アプリについてはこ
ちらをご覧ください　

au� PAYを持ちの
方はこちらから募
金いただけます

※１　共同募金運動に対する寄付金には、税制上の優遇措置があります。
□個人の場合
　所得税に係る所得控除または税額控除および住民税に係る寄付金税額控除が受けられます。
　◎所得税の場合は１）所得控除または２）税額控除のいずれかを任意に選べます。
　　１）所得控除　寄付金額（年間所得の40％を限度とする額）－2,000円
　　２）税額控除　［税額控除対象者寄附金－2,000円］×40％＝控除対象額
　◎個人住民税に係る寄付金税額控除
　�［寄付金額（年間所得の30％を限度とする額）－2,000円］×10/100

□法人の場合
　�株式会社などの法人の寄付は、法人税の算出にあたり寄付金額を
「全額損金」算入することができます。

　�詳しくは東京都共同募金会までお問い合せくださ
い。または、ホームページをご覧ください。

活用例

高齢者のために リハビリテーションを目的としたバスハイク

障害者のために 社会参加体験費用や生活家電の購入

子どものために 児童の安全確保機材や生活家電の購入
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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17回　立川市地域福祉市民フォーラム

たちかわしが元気であるために
住まうまちから住み続けられるまちへ

地域で共に生きていく～住まい～

　「住み慣れた地域でその人らしく生活を続けていく」。あちらこちらで聞
かれるキャッチフレーズではありますが、”住み慣れた地域”とはどのような
地域なのでしょうか。
　立川市は約18万5千人（2021年7月）の住民が居住し、昼間人口は20万
人（2015年国勢調査）を超えています。多摩地区の中心に位置し、交通の
要所でもあり、「にぎわいとやすらぎの交流都市　立川」として発展してい
ます。職場や学校、商業施設があるから、立川に来るという方も多くいると
は思いますが、この立川市に住み続ける魅力は何か、高齢者になっても、障
害があってもなくても、子どもも安心して住み続けられる立川市であるため
に、これから何が必要なのでしょうか。
　今回の地域福祉市民フォーラムでは、地域で住み続けるために欠かすこ
とのできない「住まい」について焦点をあて、住まいを取り巻く様々な起こり
うる可能性の高い課題について、“地域で共に生きていくこと”の側面から、
今できることを考える機会とします。

問合せ：南部西ふじみ地域包括支援センター　☎�042-540-0311　FAX�042-548-1747
その他：�新型コロナウイルスの感染拡大状況により、オンライン開催や中止の可能性があります。前日17：00までに、

立川市社会福祉協議会Twitter及びホームページで周知いたします。
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

日　時：2021年10月30日（土）13：30～16：00（13：00開場）
場　所：女性総合センター・アイムホール（立川市曙町2-36-2）
内　容：講演会「地域で共に生きていく�～住まい～」
� 　講　師：立川市高齢福祉課� 小平�真弓氏
� � 　立川市居住支援協議会� 松田��朗��氏
� 討論会「みんなで考えるすまいのハナシ」
� 　コーディネーター：高齢者住まい相談室こたつ　
� � � 大嶽�貴恵氏
� 　登壇者：立川市居住支援協議会� 松田��朗��氏
� � 立川葬祭協会� 森山�泰文氏
� � ファイナンシャルプランナー� 向藤原�寛氏
� � にしすな福祉相談センター� 大原�郷治氏　
定　員：70名　※手話通訳、車椅子席あり
参加費：無料��予約不要（先着順）
� 参加希望者は直接ご来場ください

Twitter
QRコード

2020年度

決算報告
　2020年度の事業報告・決算報告が、6月3日の理事会、6月24
日の評議員会にて承認されました。ここでは、2020年度決算の
報告をさせていただきます。

①�会費収入 2,665,700

②�寄附金収入 23,461,295

③��経常経費補助
金収入 219,480,505

④�受託金収入 284,902,087

⑤�貸付事業収入 62,500

⑥�事業収入 10,640,824

⑦�介護保険事業収入 98,411,728

⑧��就労支援事業収入 9,078,393

⑨��障害福祉サービ
ス等事業収入 226,017,685

⑩��受取利息配当
金収入 92,894

⑪�その他の収入 59,514,535

合計 934,328,146

❶�人件費支出 651,057,092

❷�事業費支出 155,374,323

❸�事務費支出 63,045,528

❹�就労支援
����事業支出 10,650,905

❺�助成金支出 4,941,473

❻�その他の支出 21,210,219

合計 906,279,540

収入 934,328,146円 支出 906,279,540円
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　新型コロナウイルス感染症の影響で食にお困りの方が増えています。ご自宅で消費しきれない食品、まだ食べられる
のに捨てられてしまう食品を直接会場にお持ちください。
　ご寄付いただいた食品は、フードバンク立川を通じて子ども食堂や福祉施設、市役所や社会福祉協議会の相談窓口
などで、食にお困りの方に無償配布します。食品の他、新品未開封の日用品もお預かりします。
日　時：2021年10月7日（木）、8日（金）10：00～16：00　　　場　所：立川市役所�1階�多目的プラザ
問合せ：フードバンク立川　☎�050-5857-5378� 　（立川市泉町1156-9）

ご寄付いただきたい食品
※賞味期限が１ヶ月以上ある常温品で未開封のもの
・レトルト食品、インスタント食品
・海苔、お茶漬けの素、ふりかけ、缶詰
・お米（精米後1年以内のもの、玄米可）
・調味料（醤油、食用油、みそなど）
・菓子類

お預かりできない食品
・賞味・消費期限が明記されていない食品
�（米・塩・砂糖・ガムは可）
・賞味・消費期限が1ヵ月未満の食品
・生鮮食品や常温で保存できないもの
・開封されているもの（中袋が未開封なら可）
・アルコール飲料（料理酒は可）

・�サプリメントや保健機能食品等、
配布対象者が限定されるもの
※�お預かりできない食品はお持ち
帰りいただきます。予めご了承く
ださい。日　時：2021年10月30日（土）13：30～16：00（13：00開場）

場　所：女性総合センター・アイムホール（立川市曙町2-36-2）
内　容：講演会「地域で共に生きていく�～住まい～」
� 　講　師：立川市高齢福祉課� 小平�真弓氏
� � 　立川市居住支援協議会� 松田��朗��氏
� 討論会「みんなで考えるすまいのハナシ」
� 　コーディネーター：高齢者住まい相談室こたつ　
� � � 大嶽�貴恵氏
� 　登壇者：立川市居住支援協議会� 松田��朗��氏
� � 立川葬祭協会� 森山�泰文氏
� � ファイナンシャルプランナー� 向藤原�寛氏
� � にしすな福祉相談センター� 大原�郷治氏　
定　員：70名　※手話通訳、車椅子席あり
参加費：無料��予約不要（先着順）
� 参加希望者は直接ご来場ください

いつもの家事をお仕事に
～生活支援サポーター養成研修～

 生活支援コーディネーター　高橋
　生活支援コーディネーターは、シニア世代の方の参加の機会、活躍
の出番をつくり、楽しく暮らしやすい地域づくりを進めています。

　生活支援サポーターは高齢者の自宅の掃除、洗濯、調理、買い物な
どの仕事に従事します。本研修(全3日間)を受講後、介護保険事業所
等に登録し、事業所で更に研修を受けて就労します。
日　時：2021年10月19日（火）～21日（木）
	 9：30～13：00（全3回）
場　所：立川市役所�3階�302会議室（立川市泉町1156-9）
対　象：生活支援サポーターとして活動する意向がある18歳以上の方
定　員：24人（申込順）
申込み：立川市高齢福祉課�介護予防推進係
� ☎�042-523-2111・内線1471　FAX：042-522-2481　
� E-mail：kourei-t@city.tachikawa.lg.jp
� ※FAXもしくはメールでの申込みの場合は、下記の３つを本文

にご記載ください
①氏名　②住所　
③連絡先町 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 浅見 042-534-9501

○各町の地域福祉コーディネーター   連絡先

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。

気軽に立ち寄れる地域の居場所
～まちねっとカフェ～

    第2地区地域福祉コーディネーター　丸山
　ちょっとした相談
を、だれに話したらよ
いだろうと悩んでいる
うちに・・・・結局その
ままということはない
でしょうか。だれもが
気軽に立ち寄れる場所
で、病気や薬、介護の
ことなど、気軽に相談
できたらという思いから
「まちねっとカフェ」がスタートしました。
　まちねっとカフェのメンバーは、立川市内で活動されている
「にしき傾聴クラブ」「NPO法人ブーゲンビリア」「訪問看護ス
テーション」「多摩ホスピスの会」です。羽衣町の一軒家で地域
の方の相談を伺い、必要な時は専門機関へおつなぎします。
　だれかが話を聞いてくれる場が、地域の中でたくさんできたら
それが「孤立」の予防につながります。コロナ禍で、人とのつなが
りが減っている今、この活動を通してゆるやかなつながりをつく
っていきたいと思っています。

◇地域のだれもが立ち寄れる「暮らしの保健室」の役割
　長年、地域高齢者の身近な相談室「暮らしの保健室」やガン
患者さんの相談室「マギーズ東京」の活動を続ける秋山正子さん
のＺＯＯＭ講演会を開催します。
　羽衣町の会場に参加することもできます。
日　時：2021年10月28日(木)	14：00～16：00
場　所：立川市羽衣町2-39-11
定　員：羽衣会場10名、zoom参加100名
講　師：�秋山正子氏(白十字訪問看護ステーション統括所長)
申込み：medinucare@yahoo.co.jp
問合せ：☎�080-5595-0272　
� まちねっとカフェ　担当：船津（フナツ）さん

フードドライブ（食品回収）に寄付をお寄せください

～「もったいない」を「ありがとう」へ～

※�この日は食品の配布は行っておりません。
　食にお困りの方は�☎�080-4863-3939へご連絡ください（ショートメール可）
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地区 自治会名 準
会員 個人 団体 加入

者数 合計金額

富士
見

富一東協和会 33 33 20,000
富士見町4丁目西町会 66 66 33,500
東親会 135 5,000
喜多町会 100 10,000
富士見町住宅自治会 21 21 12,000

柴崎

柴一協和会 197 5,000
柴二東部会 102 5,000
柴二南明会 138 138 69,000
柴二共生会 62 62 31,500
南親会 90 90 45,000
柴中会 184 10,000

羽衣

羽衣本町会 221 221 111,000
羽衣町二丁目北町会 4 124 128 65,700
羽衣町みのわ会 2 153 1 156 83,400
コープ西国立自治会 15 15 7,500
羽衣第3アパート自治会 188 5,000

曙
曙一南自治会 6 127 133 67,700
曙二北町会 284 5,000
曙町二丁目東和会 38 38 19,000

高松

高松町松友会 319 5,000
高松町一丁目協力会 140 140 72,500
高昇会自治会 148 5,000
高松町仲和会 370 5,000

栄

睦会自治会 74 74 37,500
南栄会自治会 60 5,000
栄町南部自治会 400 10,000
東栄会自治会 252 24,000
中砂自治会 111 111 11,100
新栄自治会 10 10 5,000
江の島道東住宅自治会 360 10,000

若葉
緑ヶ岡ハイツ自治会 26 26 13,000
旭自治会 14 5,000

幸
西けやき台団地自治会 240 30,000
文化村自治会 11 11 5,500
幸町六丁目自治会 339 5,000

柏

柏町六番組自治会 201 5,000
都営柏町第二自治会 255 5,000
青柳自治会 42 5,000
五番組自治会 138 15,000
立川柏町住宅団地管理組
合法人評議会 660 10,000

上水自治会 185 5,000

西砂

天王橋自治会 141 5,000
中里自治会 363 20,000
エステート立川一番町住宅
管理組合自治評議会 14 14 9,500

自治会　総合計 123 1,363 1 6,804 928,400

ご協力ありがとう
ございました！

2021年度　立川市社会福祉協議会　会員・会費　

2021年4月1日～8月31日（敬称略）

団体・企業名
一般社団法人　
高齢者住まい相談室　こたつ
多摩グリーン・ツーリズム・クラブ

絵本208

社会福祉法人　恵比寿会

福祉あすなろ会

あいのて

立川市手をつなぐ親の会

匿名

プロトライフケア立川

株式会社　Hachisu

株式会社　ハレケ
社会福祉法人　
至誠学舎立川　至誠学園
匿名

宗教法人　玄武山普済寺

NPO法人　グループこまくさ

NPO法人　いもっこの会

有限会社　ブイフィールド
中途失聴・難聴者
「つばさの会」立川
立川市商店街振興組合連合会

株式会社　立川印刷所

株式会社　山本玉翠園

株式会社　井田環境サービス

東京立川断酒新生会

匿名

株式会社　益子不動産

西東京産業株式会社

東京司法書士会　三多摩支会

在宅介護福祉センターハイジ　

NPO法人　たんとの会

栄町グッドネイバーをすすめる会

パナピット　シムラ
株式会社　
ハンディキャップ・サービス
立川市肢体不自由児・者�
父母の会たつのこ
株式会社　芝建築設計事務所

NPO法人　立川マック
社会福祉法人　緑蔭会　
たかのみち保育園
株式会社　アサミ

税理士法人　藤花

パソコン相談員研究会

団体・企業名
多摩信用金庫

NPO法人　立川子ども劇場
みんなの展示場　
中村洋久絵画館
岩﨑倉庫株式会社

株式会社　多摩健康企画
在宅ホスピスケア・
ボランティアさくら
社会福祉法人　
至誠学舎立川　小百合保育園
NPO法人　やどかり　いろりん

東京税理士会　立川支部

前田金属工業株式会社

JJけあサービス　株式会社　情報実業

社会福祉法人　すみれ会

立川市朗読サークル「こえ」
株式会社　地域保健企画　
ふくじゅ草
チャイルドラインたちかわ

株式会社　永光

有限会社　えくてびあん
社会福祉法人　
東京リハビリ協会
立川女子高等学校

匿名

株式会社　須田ビルメンテナンス
NPO法人　
たちかわ多文化共生センター
日本電技株式会社

匿名

国際ソロプチミスト立川

株式会社　朝雅
立川市ひとり親家庭福祉会　
立川みらい
NPO法人　テイクオフ

文化・芸術いきいきネットワーク

立川麦の会

株式会社　北田設計事務所

株式会社　あさひセレモニー

立川失語症友の会　さくら会

匿名　6件

個人
金子　利津子 柴崎　邦夫

米田　公俊 山本　英明

匿名　5件

自治会 

受付日 氏名・団体名 寄付金額
4月2日 南部ソフトボールクラブ 95,326�
4月22日 第5地区民生委員・児童委員協議会 1,465�
4月22日 第4地区民生委員・児童委員協議会 1,729�
4月23日 第1地区民生委員・児童委員協議会 2,400�
4月26日 社会教育活動LWC 2,000�
4月28日 第6地区民生委員・児童委員協議会 1,193�
4月30日 第3地区民生委員・児童委員協議会 1,968�
5月10日 匿名 10,000�
5月11日 松中長寿会 19,223�
5月24日 匿名 5,000�
5月26日 第6地区民生委員・児童委員協議会 987�
5月27日 第2地区民生委員・児童委員協議会 1,843�
5月27日 第4地区民生委員・児童委員協議会 1,544�
5月27日 第5地区民生委員・児童委員協議会 1,632�
5月28日 第3地区民生委員・児童委員協議会 1,879�
6月3日 立川ビデオクラブ 147,000�
6月15日 匿名 10,000�
6月23日 第3地区民生委員・児童委員協議会 1,826�
6月23日 第6地区民生委員・児童委員協議会 1,212�

受付日 氏名・団体名 寄付金額
6月24日 第2地区民生委員・児童委員協議会 1,906�
6月24日 第4地区民生委員・児童委員協議会 558�
6月24日 第5地区民生委員・児童委員協議会 1,528�
6月25日 第1地区民生委員・児童委員協議会 3,600�
7月14日 磯野　俊雄 20,964�
7月21日 匿名 100,000�
7月21日 匿名 2,100�
7月28日 第3地区民生委員・児童委員協議会 1,782�
7月28日 第2地区民生委員・児童委員協議会 2,045�
7月28日 第6地区民生委員・児童委員協議会 928�
7月29日 第5地区民生委員・児童委員協議会 1,523�
7月29日 第4地区民生委員・児童委員協議会 1,879�
7月30日 第1地区民生委員・児童委員協議会 2,514�
8月3日 安心・安全防犯ボランティア 3,000�
8月23日 三鴨　信昭 15,000�
8月26日 第２地区民生委員・児童委員協議会 5,900�
8月27日 第1地区民生委員・児童委員協議会 2,620�
8月30日 山口　健治 100,000�

寄付者　　2021年4月1日～8月31日�(敬称略）� � 総額：576,074円

2021年4月1日～8月31日（敬称略）

団体・個人会員   



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

受付日 氏名・団体名 寄付金額
4月19日 匿名 500,000�
5月11日 松中長寿会 10,000�
6月�3�日 中村　喜美子 30,000�
6月10日 匿名 10,000�
6月11日 柴　和範 10,000�
6月14日 東京立川ライオンズクラブ 620,000�
6月16日 匿名 10,000�
6月16日 山本　繁樹 10,000�
6月18日 小川　富史 300,000�
6月21日 匿名 100,000�
6月24日 匿名 10,000�
6月25日 立川市朗読サークル「こえ」 10,000�
7月21日 匿名 100,000�
7月21日 第3地区民生委員・児童委員協議会 16,190�
7月27日 第3地区民生委員・児童委員協議会 5,300�
8月�4�日 匿名 30,000�
8月10日 匿名 10,000�
8月24日 匿名 10,000�
8月24日 渡邊　圭子 10,000�
8月24日 第3地区民生委員・児童委員協議会 5,039�
8月26日 gｓ　kitchen　牛腸　俊介 3,000�

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  2021年4月1日～8月31日（敬称略）

新型コロナウイルス対策地域支援寄付金　
寄付者・団体 
2021年4月1日～8月31日（敬称略）

 総額：1,809,529円

NPO法人　トモニ　アイル

ひとり親世帯を対象にサンドウィッチ、トートエコバックの提供を行うための材料費

社会福祉法人　立川市社会福祉協議会

高齢者を対象にスマートフォンの使い方相談会、収入が減少している大学生等にデジ
タルサポーターとして活動してもらうための諸経費

国際教育文化交流ビエンベニード会

子どもを対象としたスペイン語学習を通しての多文化交流、子ども食堂、ひとり親家
庭、海外留学生への食の支援と傾聴。その食材費等の諸経費

WestWave立川

西砂町・一番町での夏休みの子どもの居場所づくり、食の支援。その食材費等の諸
経費

こんなスペース「あったか～い」(移動型子ども食堂)

地域の子どもたちや家から出ることが難しい子どもたちやその家族へのお弁当配布。
その食材費等の諸経費

いちばん子ども食堂実行委員会

見守りの必要な家庭に向けてのフードパントリーおよび学校の夏季休業で昼食の取れ
ない児童への昼食支援。その食材費等の諸経費

たこやきぱらだいす

長期休暇中に見守りが必要な子どもや不登校の子どもへの食や学習の機会の提供の
ための諸経費

食べて元気いっぱいプロジェクト

幸町団地住民の高齢者及び子どもへのお弁当配布のための諸経費

砂川平和ひろばふらっと実行委員会

不登校やひとり親家庭等の気になる子どもへの食を通しての様々な人たちと交流する
場や機会を創出するための諸経費

助成金制度が変わります！

2022年度 市民活動助成のご案内

立川市社会福祉協議会

一般職員（ホームヘルパー）募集
業　務：ホームヘルプ業務（生活援助者・身体介護）
資　格：①�介護職員初任者研修修了者（旧ヘルパー2級）また

は介護福祉士をお持ちの方
　　　　②立川市生活支援サポーター養成研修修了者
勤務地：立川市内
勤務日：月～土曜日�曜日応相談、短時間でも可
時　間：8：00～18：00の間の45分以上

時　給：①1,260円～1,680円（別途資格加算あり）�②1,050円
雇用期間：採用日～2022年3月31日（契約更新の可能性有）
福利厚生：年次有給休暇制度等有
加入保険等：労災保険
問合せ：立川市社会福祉協議会　在宅サービス係
� ☎�042-540-0821　FAX�042-548-1724　
� E-mail：homehelp@tachikawa-shakyo.jp

　「団体の活動を周知したい」「地域の課題を解決したい」「事業をやり
たいけど、資金や物品がない」など…そんな団体を応援するために、市民
の皆さまからお預かりした会費や寄付金を財源として、ボランティア・市
民活動センターたちかわではボランティア・市民活動グループへの助成
事業を行っています。
　2022年度より、助成金の名称を「地域課題解決助成金」とし、従来の
ファーストステップ助成、事業継続支援という枠をなくし、過去にあらゆ
る助成金への申請をしたことがない団体に助成することになりました。
また、「活動を軌道に乗せたい」という年間会計予算が50万円以内の小
さな団体を応援するため、自己負担金を問わないことにしました。
　この助成事業は、市民参画による運営委員会で助成の決定をしています。
市民の公益的な活動が継続的に地域に還元されることを願っています。
　

○地域課題解決助成 
対　象：�ボランティア・市民活動センターたちかわの登録団体であ

ること。※同時申請も可能です。
� �過去にあらゆる助成金への申請をしたことがない団体、年

間会計予算が50万円以内の団体　
助成内容：�団体の結成及び1年間の運営にかかる経費、市民交流事

業や普及啓発活動、調査研究活動にかかる事業等
助成金額：1団体につき、最大5万円�
助成期間：2022年4月1日～2023年3月31日
受付期間：2022年1月20日(木)～2022年11月30日(水)18:00�まで
※詳細については、下記へお問い合せください。�
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

�※�9月1日以降の寄付、会費、募金については、次回2021年12月号に掲載さ
せていただきます。

一般

赤い羽根共同募金　自治会
2021年4月1日～8月31日（敬称略）
地区 自治会名 募金額
柴崎 柴二東部会 5,000
砂川 親交自治会 5,000

自治会合計 10,000

赤い羽根　募金者名 募金額
元立川市五日制の会 150,000

一般合計 150,000
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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せください。

イベント・講習・講座

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　 �…�子ども関係　 �…�交流会　 �…�地域イベント　 �…�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

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。

定　員：各コース16名（パソコンを持参してください）
費　用：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）
連絡先：パソコン相談員研究会　若月（ワカツキ）さん
� ☎�090-6514-0764

����　月			日 学習館 10:00~12:00 13:30~15:30
10月４日（月) 砂川

ワードで名刺作成 ワードでアルバム
作成・補習コーナー10月14日（木) 高松

10月18日（月) 砂川 エクセルで
カレンダー作成10月28日（木) 高松

高次脳機能障害をお持ちの方、ご家族
のみなさんへ

高次脳機能障害の会「スマイル立川」定例会のおしらせ
　スマイル立川は、ある日突然事故や病気で脳に損傷を負い「
高次脳機能障害」になってしまった…その当事者と家族、支援
者で作る立川の会です。当事者・家族はもちろん、関心のある方
はどなたでも自由にご参加いただけます。
　　　
日　時：2021年10月19日（火）13：30～　　　
場　所：立川市総合福祉センター　視聴覚室
� （立川市富士見町2-36-47）
問合せ：福井（フクイ）さん　
� ☎�042-531-7739　携帯�090-1827-3687
� E-mail：fukui-shigeru@tbz.t-com.ne.jp

さくらんぼまつり開催します！
　さくらんぼ保育園の園庭で

さくらんぼまつりを開催します。こども
向けの楽しい企画を用意しています。ぜ
ひ皆さんで遊びに来てください♬
※�新型コロナウイルスの感染状況によ
り、内容の変更等があるかもしれませ
ん。詳しくは保育園までお問い合せ下さい。

日　時：2021年11月7日（日）10：00～12：00　
場　所：さくらんぼ保育園　園庭（立川市砂川町2-36-13）　　　
参加費：無料（どなたでもどうぞ）
定　員：状況により入場制限をさせて頂く事もあります
主　催：さくらんぼ保育園
申込み：当日、保育園にお越しください
問合せ：さくらんぼ保育園　☎�042-537-9440　　　

　介護に対する不安を少しでも和らげることを目的に、認知
症の理解を深める講義と、基本的な介護技術を学んで頂き
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是非ご参
加ください。

日　時：2021年10月16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：�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
申込み：☎�042-538-2321　FAX�042-538-1302
� E-mail：kiitos-HH@shisei.or.jp
� 至誠キートスホームヘルプステーション　川田（カワタ）さん
締め切り：2021年10月13日（水）

宝塚歌劇団OGとミュージカル＆レビューで
共演☆体験レッスンと説明会

　毎年8月たましんRISURUホールで行われ
る、たちかわ真夏の夜の演劇祭への参加に
向けてミュージカル＆レビュー作品『月下の
三銃士』を企画しています。出演に向けた体
験レッスンと説明会を開催します。元タカラ
ジェンヌと一緒に、歌と演劇とダンスを思い
っきり楽しみましょう！！　

日　時：2021年10月17日（日）15：00～　
場　所：スタジオマグノリア（国立市東1-6-31�KSビル�B1）
講　師：舵�一晴（カジ�イッセイ）氏・北山�里奈（キタヤマ�リナ）氏
参加費：1,000円　　出演対象：4歳から。上限はありません
主　催：カジキタドリーム
申込み＆問合せ：☎�090-1451-8205　北山（キタヤマ）さん

「家族の介護で悩んでいる」「ホームヘルパーとして再び働きたい」
とにかく介護の基本が知りたい方のための講座
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ひと・モノ・募集

健康で素敵な社交ダンス メンバー募集　
　♬ 1ヶ月間（8時間）の無料レッスンを通して居心地の
良さを体験してみませんか�♬

対　象：60歳以上の立川市に在住の男女�初心者もOKです�♪
体験レッスン費用：無料�1ヶ月間�4回レッスン
レッスン日時：毎週火曜日	9：30～11：30
レッスン会場：柴崎福祉会館（立川市柴崎町5-11-26）
入会希望後の会費：入会金�1,000円、月会費�2,000円
保険付与の特典：�会員には練習中と往復途上のケガに対して傷害

保険と会場内における賠償責任保険を無料で付
与しています

問合せ：ドリーム・ダンシング・クラブ�
� ☎�090-1541-6785　丸藤（マルフジ）さん

在宅ホスピスケアボランティア募集説明会　
　ご自宅で療養されている方のお話し相手として訪問す
る活動です。共有の思いの人たちが集う会「がんカフェた

ま」「結いの会（遺族会）」を定期開催しています。緩和ケアに関心
のある方の参加をお待ちしています。
日　時：2021年11月18日（木）13：30～15：00
場　所：立川市総合福祉センター　第2活動室
� （立川市富士見町2-36-47）
申込み：在宅ホスピスケア・ボランティアさくら�岡田（オカダ）さん
� ☎�080-1163-5281（受付時間　平日�10：00～16：00）

前頭側頭葉変性症つくしの会 会員募集　
　65歳以下
で発症する

若年性認知症の中で、
前頭側頭葉変性症と診
断を受ける人が増えてい
ます。独特の症状に戸
惑う介護仲間が集い語
り合う場があります。介
護の悩みをひとりで抱え込まないで仲間とお話しませんか。
毎月、定例会とＷeb定例会等を開催しています。詳細は会のホー
ムページを参照（「前頭側頭葉変性症つくしの会」で検索）。
日　時：毎月	第2木曜	11：00～15：00（途中参加、退室可）
場　所：立川市子ども未来センター（立川市錦町3-2-26）
参加費：年会費2,000円　見学は無料（要申込み）
【介護体験発表会】
2021年10月31日（日）�
立川市子ども未来センター�201会議室
主　催：前頭側頭葉変性症つくしの会
申込み：会長�大久保（オオクボ）さん
問合せ：☎�090-8504-1232　
� E-mail：eiyumitokaido@yahoo.co.jp

わたしのためのエンディングノート～これで安心！マイライフ～
近年書店でも目にすることが多くなったエンディング

ノート。書いてはみたけれど、どう活用していいか分からない。ま
た、興味はあるけれど、何を書いたらいいのか分からない。そん
な方も多いのではないでしょうか？エンディングノートはご自身
の生活歴や価値観を書きとめ、もし認知症などの病気で日常生
活が今までのように送れなくなってしまっても、家族や近しい人
が、あなたの望んでいる生活を支えていくために役立つもので
す。いつまでも自分らしく生活していくための『エンディングノー
ト』活用法について一緒に学びましょう！

日　時：2021年10月9日（土）13：45～16：20
場　所：立川市女性総合センターアイム��1F�アイムホール
� （立川市曙町2-36-2）
講　師：燦リーガル司法書士行政書士事務所
� 代表　鈴木敏起（スズキ�トシオキ）氏
参加費：500円（資料代）当会オリジナルエンディングノート付
定　員：80名（申し込み順）
主　催：NPO法人三多摩市民後見を考える会
申込み：川杉（カワスギ）さん　
� ☎�＆�FAX�042-531-0624　携帯�090-7832-6506

ヒューマンライブラリー～秋＠オンライン～ 参加者募集
障害や依存症の当事者の方を「本」に見立てて対話をすることで、相互理解を深めます。心のバリアが溶ける瞬間を味わって

みませんか。今回はオンライン開催となります。

日　時：2021年10月23日（土）13：15～16：00
場　所：オンライン（ZOOMを使用します）
対　象：中学生以上（小学生は要相談）

申込み：立川市社会福祉協議会ホームページより
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

立川市社会福祉協議会はSNSでも情報を発信しています！

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

https://www.facebook.com/
tachikawashakyo/

https://www.youtube.
com/channel/UC6jmd_
GgODoVOA4qbRJILLQ

� 〒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！



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

立川駅北口～
立川市総合福祉センター
無料シャトルバスの運行

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。

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
☎	042－537－3905（真壁）

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
☎	042－529－8300(実施時間中のみ）

　立川駅（北口交番前）と立川市総合福祉センターを行き来
する無料シャトルバスを運行しています。
　平日9：40～14：30まで運行しています。

所要時間は片道約5分。
乗り場は立川駅北口バス
ターミナルの東側（交番が目
印）と総合福祉センター入り
口横になります。
　どうぞお気軽にご利用く
ださい。

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
※2021年度は5・10・12・2月に発行します。その他問い合せ及びご意見、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

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せください（実施時間外のお問い合せは	経営総務係		☎	042－529－8300	まで）。

無料シャトル
バス時刻表

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

○�運行は月曜から金曜までです。
○�表にある時刻に立川駅北口交番
前よりご乗車ください。

○�車いす用リフト付き車両です。

次回の発行は2021年12月1日です。

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。
☆  ワクチン２回打ちました。これで重症化はせずにすむかなと思うとこの2年間の不安が少し拭えました。引き続き感染予防気をつけます。  松
☆  昨年はうっかり紅葉を観る機会を失ってしまいました。今年は、お散歩しながら秋を探したいと思います。　あい
☆  イベント目白押しの秋ですが、流動的になっています。自治会連合会のWebサイトなども随時ご確認ください。　梅
☆  巣ごもりしているうちに世の中変化しているのではないかと少し気になり始めました。早く何も考えずに外出できる日が来ることを願って

います。　SU

シャトルバス

立川駅北口バスターミナル
の東側

立川駅シャトルバス
乗り場までの行き方

（動画）


