市民活動センター
★たちかわ通信

市民活動センターたち
かわは、ボランティアやＮ
ＰＯ・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。
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◆編集・発行◆
社会福祉法人 立川市社会福祉協議会・市民活動センターたちかわ

〒 190-0013 立川市富士見町 2-36-47
042-529-8323 Fax.042-529-8714
Ｅ-ｍａｉｌ：aiaivc@whi.m-net.ne.jp
URL:http://www.whi.m-net.ne.jp/~aiaics
◆開所日・時間◆
（月）〜（金） ８：３０ 〜 １９：００ (土） ８：３０ 〜 １７：１５
＊（日）・祝日はお休みです

「立川ボランティア・センター」から「市民活動センターたちかわ」へ

いろいろな価値観

「自分の生活を豊かに」「社会をかえるぞ」「誰かのために」
いろいろな分野

まちづくり・文化・福祉・環境・国際・社会教育・人権・・
さまざまなスタイル

ボランティア・ＮＰＯ法人/地域密着で・広域で/有償・無償

こうした市民活動の現状があるなか、これまでの立川ボランティア・センターの機能を拡大させて、
２００３年４月より

市民活動センターたちかわ

として再スタートしていきます。。

●情報をお寄せください！★みなさまからのご意見・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●
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□■２００３年度

市民活動センターたちかわの活動■□

ＮＰＯガイダンス／ＮＰＯ個別相談
ＮＰＯ法人の立ち上げに関心のある方や市民活動団体について知りたい方などから相談を
お受けします(事前予約制) 。
NPOガイダンス・・NPO法人化の意味や設立のために必要な手順など。
第２土曜日１３：３０〜／第４木曜日１９：００〜
NPO個別相談・・実際にNPO法人として活動している団体がご相談にのります。
ＮＰＯ入門講座／マネジメント研修／市民活動講座
入門講座・・「ＮＰＯって何？」「私たちの団体は法人格をとった方がいいの？」といった方を対象にした内容。
マネジメント研修・・市民活動団体向け研修。会計・税務・労務・評価・資金獲得をテーマにシリーズで開催。
市民活動講座・・その時々でテーマを変えて開催。第一弾は「ＩＴ研修」を予定。
ボランティア・市民活動助成
立ち上げ資金・活動資金の助成を、市民参画の審査会で行います。
市民活動情報の受発信
市民活動情報コーナーの充実・ホームページ開設(夏頃予定)・情報誌発行
ネットワークづくり
センターのさまざまな事業を通して、多様な市民活動団体のネットワークづくりをサポート
スペース・機材の貸し出し
活動や打ち合わせのためのスペースや各種機材の貸し出し。
ボランティア・市民活動に参加するきっかけづくり
「夏！体験ボランティア」・子どもたちの地域活動や「総合的な学習の時間」への支援
いろいろなまちづくりイベントへの参画
グッドネイバー運動やサロン活動の支援
まちの小さな単位での人と活動のつながりや、ご近所・自治会でのおしゃべり・趣味活動を支援します
市民参画の運営委員会によるセンター運営
センターを利用する方々や市民活動団体による運営委員会で運営をしていきます。
委員会委員を公募しています。

■運営委員会委員を募集！ □□□
○対象○ 市内在住・在勤・在学の１８歳以上の方(高校生除く)で市民活動に関心のある方
○定員○ 若干名
○任期○ 委嘱の日から２年間
○応募方法○ ４月３０日(必着)までに「わたしが考える市民活動センター」をテーマにした作文
(４００字程度)と履歴書を郵送か、直接センターまでご持参ください。結果につき
ましては、応募者全員にお知らせします。

●情報をお寄せください！★みなさまからのご意見・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●
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★ 多様な分野からピックアップ！★
紙面の刷新に伴い新しく活動紹介のコーナーを設けます。
この紙面では活動の分野ごとに一つの団体を取り上げます。
またその関連分野の違った活動も紹介していくことができればと考えています。
またみなさまのご要望がございましたら、
可能な限り紙面に反映させていただければと考えています。
今予定スケジュールとしては・・・。
５月―国際協力 ６月―こどもに関わる活動 を予定しています。（タイムリー
▲市民活動情報発信中！
なものがあったら変更もあり）
その他として・・・
動物愛護に関する活動 福祉に関わる活動 文化・芸術に関わる活動 スポーツ振興に関わる活動
男女共同参画に関する活動 災害援護に関する活動 自然環境に関わる活動などなど
■そのほか「情報コーナー」について■
ただいま総合福祉センター内にボランティア･市民活動情報コーナーを設置しています。
この「情報コーナー」においても分野ごとに情報を整理しています。その他助成金に関する情報や
まちネタなど取り揃えて皆さまのお越しをお待ちしています。ぜひご利用ください。
またインターネットによる情報の検索も行えるように環境を整備しているところです。
皆さまが気軽に立ち寄れる場所をつくりたいと考えていますので、このコーナーについてのご意見もぜひお寄せください。
＊ 情報発信についても情報コーナー・ホームページなどでお手伝いできることがございましたらご相談ください。

まちネタ★ひとネタ

・・知ってる人は知っている！

このコーナーでは、このまちのあれこれについてネタを提供します。
まちの中にはけっこういろんな出来事が・・。

＞＞「地域で子どもを育てる」ということ
最近、「地域で子どもを育てよう」というフレーズを耳にすることがあると思います。
新聞でも、「総合的な学習の時間」という学校での取り組みなどが取り上げられる
ことがありますね。市民活動センターでは、「地域と一緒に、子どもたちと育ちあお
う」と、協力者をご紹介し、一緒に学校に出かけています。

＞＞自分も大事、あなたも大事
わたしたちは、社会に生きている中で、他者とかかわりながら暮らします。自分とは違う価
値観を持った相手に出会ったとき、自分とは違う生き方をしている相手に出会ったときに、
「自分とは違うから仲間じゃない」と感じるのではなく、「自分とは違うから、もっと知りたい。
話してみたい。関わってみたい」と感じてほしい。そして、「かけがえのない自分」を大切にし
てほしいし、「かけがえのない相手」も大切にしてほしい」と考えます。

＞＞そこで地域のひとの出番です
いろいろな生き方をしている地域のひとに、学校に出かけてもらってます。子ども
たちに、さまざまな「かかわるチャンス」を一緒に提供していけたらと思っています。
写真は、この２月に行った第三小学校での授業の様子です。地域の協力者の
方々と子どもたちがグループにわかれて、それぞれの活動をしました。
子どもたちは、いろんなことを感じてくれたようですし、協力者の方々からも「また
協力したい」という声をいただいています。
子どもも大人も、同じまちを創っていく一員として、育ちあえたらいいなぁ。

●情報をお寄せください！★みなさまからのご意見・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●
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情報コーナー■

ここに掲載されている情報の詳細に関して
は、直接主催団体にお問い合わせください。

～イベント・講習・講座・ボランティア情報など～
このコーナーは、市民活動やボランティア活動に関するイベント等の情報を毎月掲載しています。またこのコー
ナーへ掲載する情報も随時募集しています。掲載ご希望の方は毎月２０日までにご連絡ください。

●

●

●

イベント・講習・講座

◆お姉さんとうたおう＆絵を描こう
「NHK･BS/にこにこぷんがやってきた」に出演してい
た「百合お姉さん」と歌いましょう。歌の後は大きな布に
おもいっきり絵を描いて楽しみませんか。
■日時 ４月１９日（土） ①１１：００〜１２：００
②１４：００〜１５：００
■場所 立川高島屋北側（赤い植木鉢広場）
雨天時：女性総合センター・アイム
５F学習室
■対象 幼児〜小学生の親子を中心として
誰でも

●

●

■実費 50円（保険料）／当日支払
■定員 先着50名 （電話予約制）
■予約申込み･問合せ 「心と体を遊ばせよう」の会
TEL／042-521-6310

◆「ひろばサラ」の介護技術講習会
きたる５月より、「ひろばサラ」でデイサービスが始まり
ます。そこでデイサービスにかかわるスタッフ、ボラン
ティアの方、また介護真っ最中の方などを対象に講習
会を開催します。ぜひご参加ください。
■日時 ①４月５日（土） １０：００〜１２：００
「ヘルパーの社会倫理介護事例
をとおして」
講師：本田聖恵子さん（介護福祉士）
②４月１２日（土） １０：００〜１２：００
「デイサービスと地域のかかわり」
講師：南雲健吾さん
（老人保健施設わかばケアマネージャー）
③４月１９日（土） １０：００〜１２：００
「介護実習 車椅子介護・衣服の脱着等」
講師：本田聖恵子さん（介護福祉士）
■場所
ひろばサラ （立川市若葉町1-11-5）
■参加費 無料
■申し込み・問合せ ひろばサラ／
「デイサービスサラプロジェクトチーム」
TEL／042‐538-5580

●

◆レクリエーション指導者養成講座
NPO法人日野市レクリエーション協会「日野スコレー
学園」が、レクリエーション・インストラクターの養成講座
を行います。レクリエーション・インストラクターの活動
は、①福祉活動など核となる人材、②誰もが気楽に楽
しめる生涯スポーツの指導者、③文化・芸術・学習活
動の指導者、④自然を守り育てることを目的としたネイ
チャーレクリエーションの指導者養成などを行います。
この講習は（財）日本レクリエーション協会制定『公認
指導者資格認定規定』に準拠しています。
■日時 H１５年４月〜H１６年２月の月２回程度
（第１・３金曜日１８：３０〜２１：００予定）
■場所 日野市生活保健センター（予定）
■費用 ３３，０００円（実習費用別）
■問合せ NPO法人日野市レクリエーション協会
「日野スコレー学園」
担当 宮入
TEL／042-583-７29１
FAX／042-587-3353
URL http://www.hinocatv.ne.jp/~m-schole

◆あしなが学生募金と あしながPウォーク10
●あしなが学生募金
病気･災害･自殺で親を亡くした子ども達の進学支
援と、遺児たちの心のケアを目的とした東京レイン
ボーハウス（仮称）の建設費として半額ずつ「あしなが
育英会」に全額寄附させていただます。
■実施日 ４月２６日（土）、２７日（日）

●情報をお寄せください！★みなさまからのご意見・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●
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５月３日（土）、４日（日）の４日間
■実施時間 １０：００〜１８：００
■実施場所 立川駅･八王子駅・国分寺駅
■問合せ
あしなが学生募金事務局
TEL／03‐3221-7788
●あしながPウォーク10
10k ｍ 歩 き な が ら 遺児 問 題 を考 える ボ ラ ンテ ィ ア
ウォークです。全国10コースで実施。また、今回300人
のエイズ遺児らも10kｍ歩きます。
■実施日
５月１１日（日） １０：００集合・スタート
■参加費
大人･学生 ５００円
中・高校生 ３００円
小学生
１００円
■実施コース 高尾山コース
■集合場所 清滝駅前
（高尾山のロープウェーの駅）
■問合せ
あしながPウォーク10実行委員会
℡03‐3221-2529
URL http://www.win.ne.jp/~pwalk10/

●

●

●

◆第8回エンデバーズ＆島津亜矢
チャリティ−コンサートin立川
｢さわやかコンサート
心で奏でる希望の音律｣
視力にハンディを持つ視力障害者バンド「エンデ
バーズ」は本年で8回目のチャリティーコンサートを開
催する事になりました。今回も13年度NHK紅白出場
の演歌歌手「島津亜矢」さんの友情出演も決まり、これ
まで以上に楽しい企画を考えています。
「盲目の自分たちが今まで受けてきた恩を、今度は
社会に恩返し」という言葉をスローガンにし、毎年収益
金を福祉事業に使用していただいています。本年も
福祉活動に役立つ寄附を行ないます。是非ご来場く
ださい。
■日時 ５月４日（日） １７：３０開場 １８：００開演
■場所 立川市女性総合センターアイム
１Fホール（１９６名）
■入場料 1,000円
■問合せ チャリティーコンサート実行委員会
TEL･FAX／042‐531-7181（担当:青木）
URL http://endeavors.hp.infoseek.co.jp/

ひと・モノ・募集
■募集
■連絡先

◆授業の学習サポーター募集
国立市の大学に通っている聴覚障害のある学生さ
んと、一緒に授業に出て、ノートをとったり、先生の話の
内容を説明したりする活動です。
■日時 週１〜２回 １コマ９０分
＊授業プログラムによりますので応相談。
■場所 東京女子体育大学 （国立市）
■交通費 １回につき１，５００円程度
＊学校が負担します。
■連絡先 市民活動センターたちかわ
TEL／042-529-8323
ＦＡＸ／042-529-8714
担当＞伊藤

◆お弁当配りのボランティア募集
ご高齢者世帯などにお声かけをしながら、お弁当を
お届けする活動です。自転車で４〜５件廻ります。
■日時 月・水・木・金曜日の
１１：００〜１２：００頃
＊週１回の活動から可能です。
■場所 国分寺市北町、西町、高木町
（立川市若葉町に隣接している地域です）

●

●

●

４名程度
ひろばサラ
TEL＆ＦＡＸ／042-538-5580

◆パソコン研修の環境設定スタッフ募集
市民参加のパソコン研修を企画中です。「IT」による
変革は急激に進んでいますが、この変革に対する情
報格差の危惧が特に中高年層や障害者の方には深
刻な問題となっています。中高年の方がインターネッ
トとEメールを習熟することを狙いとしています。
■募集内容
・ 20名規模の講習会においてインターネット常
設の環境設定スタッフ
・ IT講習会研修指導スタッフ及びアシスタント
■連絡先 IT講習実行委員会
TEL／０４２−５２９−８３２３
FAX／０４２−５２９−８７１４
Email：aiaivc@whi.m-net.ne.jp
受付担当＞渋谷

●情報をお寄せください！★みなさまからのご意見・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●
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●

●

●

助成金情報

●

●

●

◆平成１５年度 財団法人 損保ジャパン
記念財団 「社会福祉助成」のご案内

◆第20回「老後を豊かにするボランティア
活動資金」助成のご案内

福祉活動を行う団体がNPO法人格を取得され
て組織を強化し、社会的な信用を高めることにより
継続的に活発な活動を実践し、福祉の向上に大
きく貢献していただくことを期待し、助成をしてい
ます。
■対象グループ
社会福祉の分野でNPO法人の設立を計画
している団体。但し、平成15年度中に設立認
証申請を行うことを原則。
■対象活動
障害者、高齢者の主として在宅福祉に関す
る活動。
■助成金額
１団体３０万円。（総額は未定。H１４年度は
１００団体３，０００万円）
■資金使途
法人設立に関する費用であれば使途は問
わない。ただし、H１５年度末の段階で助成金
の支出明細を提出。
■応募方法および期間
申込書に記載の上、平成１５年４月末日（消
印有効）で、同財団事務局へ郵送。
■選考方法
６月開催予定の選考会を経て、７月上旬の
助成を予定。
■問合せ・申込み先
損保ジャパン記念財団 社会福祉助成係
〒160-0022 東京都新宿区新宿3-1-16
損保ジャパン新宿東ビル11階
TEL／03-5919-0711

地域に根ざした活動をめざす高齢者のための
ボランティア活動を奨励するための助成が行なわ
れます。
■対象グループ
地域社会で高齢者のための活動を進めてい
る幅広いボランティアグループで、「会員構成
は１０〜１５人程度」、「活動経験が２年以上」
の要件を満たすもの。
■対象活動
①小地域での活動で内容が先駆的かつ他の
範となるもの
②今日のニーズに対応した内容で継続性の
高いもの
③活動の方法に工夫が見られ、他に普及した
いもの
※ただし、①すでに同助成事業を受けたこと
のあるグループ、②老人クラブ、③法人格を
有する団体、④自己資金や寄付金収入の多
いグループは、助成の対象外となります。
■助成金額およびグループ数
１グループにつき１０万円程度（７５〜８０グ
ループ程度）
■応募方法および期限
助成を希望するグループは、都道府県･指定
都市社協または市区町村社協の推薦を得
て、平成15年5月末必着で、同財団宛に直接
送付して下さい。
■問合せ･申込み先
財団法人 みずほ教育福祉財団
〒100‐0011 東京都千代田区内幸町1-1-5
みずほ銀行本店内
TEL／03-3596-4532
（担当：福祉事業部・小野）

トピックス ● 五月になると？

新入生に新入社員のみなさん、新しい環境での１か
月はいかがだったでしょうか。元気一杯のスタートが切れたことと思います。５月を迎え、「ほっと一息」
つけるころかとも思います。一息ついでに「市民活動センターたちかわ」にご連絡ください。ますます元
気が出る出会いや活動が見つかるかもしれません。新しい学校や会社とは違いますが、気軽な一歩を
踏み出してみましょうよ。
●情報をお寄せください！★みなさまからのご意見・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●
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市民活動センター
たちかわより

このコーナーの記事についての問い合わせは、市民活動センター
たちかわ（電話０４２−５２９−８３２３）までどうぞ

●○●平成１５年度｢ボランティア保険｣について●○●
ボランティア活動などのとき、万一事故に遭ったら･･。そんなときのためのボランティア関連保険制度の申込
みやご相談を受け付けています。なお、平成１４年度に保険加入をされていた方は、３月３１日をもって補償
期間が終了となっています。必要のある方は更新手続きをお願いします。
■ボランティア保険 ①活動者自身がケガをした場合の｢傷害保険｣と、②対象者等の身体や財物に損害
を与え、賠償責任を負った場合の｢賠償責任保険｣がセットになった保険。
◆保険料(年間) Ａプラン３００円／Ｂプラン５００円／Ｃプラン７００円
※プランによって補償内容が異なります。補償期間は、2004年３月３１日まで。
■行事保険
イベントなどの際の、①参加者の｢傷害保険｣と②主催者の｢賠償責任保険｣がセットに
なった保険。
◆保険料
宿泊を伴わない活動‥１名２５円から/宿泊を伴う活動‥１名２３７円から
■その他の保険 有償の在宅福祉サービス団体用の｢在宅サービス総合保険｣や、移送サービス団体の
ための｢移送サービス利用者傷害保険｣。またボランティア等が、自家用車を使って移
送を行っているような場合のための｢送迎中自動車傷害保険｣もあります。
●○●ＮＰＯ、ボランティアグループ、市民活動団体の情報公開のための「グループ登録」について●○●
市民活動センター・たちかわでは、市民の方々にＮＰＯ、ボランティアグループ、市民活動団体の活動につい
て情報提供するために、グループ登録制度を行っています。登録された団体につきましては、部屋の貸し出
し・各種助成金や地域の情報、市民活動に関する情報等をお届けしています。また、「グループ一覧」を作成
し、市民の方々にお届けしています。なお、１４年度登録されていた団体は登録更新手続きが必要となりま
すので、新しい「グループカード」をご送付させて頂きます。新規登録ご希望の団体は市民活動センターたち
かわまでご一報ください。

●○●情報がほしい方はご連絡ください！●○●
市民活動やボランティア活動をされている、あるいはこれから活動したいという方で、市民活動やボランティ
ア活動に関する情報を希望される方は、市民活動センター・たちかわまでご一報ください。なお、現在｢情報が
ほしいですカード｣をお出しいただいている方は、３月３１日で期限が切れておりますので、更新の手続きをお
願いします。またご希望の方は、市民活動センターたちかわまでご連絡ください。
なお「市民活動センター★たちかわ通信」は立川市社会福祉協議会ホームページ上でも見ることができます。

■◇■ＮＰＯ法人相談を開催します■◇■
ＮＰＯ法人の立ち上げに関心のある方や市民活動団体について知りたい方を対象とします。
■ＮＰＯガイダンス・・ＮＰＯ法人化の意味や設立のために必要な手順など（事前予約制です）。
４／１２（土）１３：３０〜１５：３０ 会場：立川市総合福祉センター
４／２４（木）１９：００〜２１：００ 会場：立川市女性総合センター・アイム
協力：東京ボランティア・市民活動センター
■ＮＰＯ個別相談・・実際にＮＰＯ法人として活動している団体がご相談にのります。
（事前予約制です。簡単なご相談内容をお知らせください）
４／１９（土）１３：３０〜１５：３０ 会場：立川市総合福祉センター
協力：市民活動サポートセンター・アンティ多摩

お申込み・お問い合わせ
は電話（５２９−８３２３）
にてお願いします。

●情報をお寄せください！★みなさまからのご意見・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●
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■『市民活動センター★たちかわ通信』を常設しているところ（下記の場所で受け取ることができます）■
立川市社会福祉協議会・あいあいステーション(伊勢丹６階ハートフルステーション内）
市内各公民館・図書館・福祉会館・学習等供用施設
フレンド書房・ミスタードーナツ立川南口店・セイフー立川若葉店・モスバーガー立川高松町店
ローソン若葉町一丁目店・トヨタ西東京カローラ立川富士見町店
東京ボランティア・市民活動センター
＊＊配布部数には限りがございますので、ご注意ください！＊＊

◆一部地域に新聞折込をしていただいてます◆
ＹＣ読売新聞立川北部サービスセンターさんのご好意により、栄町・高松町・曙町で読売新聞を
ご購読の方は、折込にて配布していただいてます。

★会議にイベントに・・是
非ご活用ください！★

■貸し出しスペースについて
・立川市総合福祉センター・ボランティアルーム
・ボランティアルームしばざき（立川市シルバー人材センター内）
■申し込み方法
事前にお電話か来所にてお申込みください。先着順とさせていただきます。
（登録ボランティアグループのみ優先予約あり）

備品の貸し出しについて

■貸し出し機材について
車椅子やアイマスク・音響機材などを貸し出しています。内容の詳細は直接
お問い合わせください。
■申し込み方法
事前にお電話か来所にてお申込みください。先着順とさせていただきます。
（登録ボランティアグループのみ優先予約あり）

■『市民活動センター・たちかわ』を定期的に読むには・・
①直接送付を希望！＞＞１ヶ月１００円（通信紙代・郵送代含む）にてご自宅までご郵送いたします。
②インターネットで見る！＞＞ホームページにアクセスください。→ URL:http://www.whi.m‐net.ne.jp/~aiaics
③常設店で受け取る！＞＞上記どの施設・団体にも数に限りがあります。お早めにお願いします。
★上記のほか、メールマガジン（Ｅメールにて毎月配信）も開設を予定しています。ご期待ください！！

編集後記●
トピックス（Ｐ.６）の続きです。私の気になることはな
んと言っても始まってしまった戦争と花粉症です。戦
争の情報はたくさんあります。じゃあ花粉症の市民活
動は？見ていると、ありました！「ＮＰＯ 花粉情報協
会」なるものが。人間の営みは捨てるところがありま
せん。改めて・・「皆さんが気になることは何ですか？」
皆さんの興味関心をまわりに還元して下さい。
交通アクセス：ＪＲ立川北口駅より徒歩１５分、ＪＲ西立川駅よ
り徒歩８分。くるりんバス『総合福祉センター前』下車徒歩０分

●情報をお寄せください！★みなさまからのご意見・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●

8

