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◆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

今月は市民活動センターたちかわ からの「とくとく情報」です

グループ活動をしている方やＮＰＯ法人として活動している方必見！
−うまく利用して、グループの運営の悩みを解消−

とくとく情報～その１

活動経費を減らしたい！
そんなあなたのお役に立ちます 「節約上手は運営上手」

機材やスペースの貸出し情報

とくとく情報～その２

わたしたちの活動って、ＮＰＯ法人格をとった方がいいの？
法人格をとったものの運営や事務作業にとまどってます・・

ＮＰＯ法人相談

もっとくわしく知りたい！
という方は次のページを開いてください⇒

●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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とくとく情報〜その１

機材やスペースの貸出し情報

●印刷機
チラシや会報などの作成を低料金で行うことができます
印刷サイズ：ハガキ〜Ａ３
利用料金：製版マスター代/一枚あたり５０円 インク代/４９９枚までは無料 以降５００枚ごとに１００円
※印刷用紙は各自持ち込んでください。ご利用はボランティアや非営利活動の印刷物に限らせていただき
ます。事前にご予約ください。
コピー機（１枚１０円） 紙折り機・裁断機（無料）も用意がございます。

●拡大印刷機
イベントや講演会の垂れ幕・横断幕をつくることができます
印刷サイズ：Ａ４サイズ（210mm×297mm) の原稿をＡ１サイズ（594mm×861mm)に拡大
利用料金：原稿１枚/１００円

●図書・資料
図書館や一般の書店にはない「市民活動」に関する専門図書をお貸しいたします
例）「ＮＰＯ法人設立関連」「起業ガイド」「総合的な学習の時間」「地域通貨」
「コミュニティビジネス」「国際ボランティアガイド」「手話辞典」「カウンセリング」など

●ミーティングスペースや作業スペース
無料で使えるスペースです。会場経費の削減策としてご活用ください。
○総合福祉センターボランティアルーム（定員：１８名）
立川市富士見町２−３６−４７ 総合福祉センター２階
利用時間：月曜日〜金曜日 ８：３０−１９：００ 土曜日８：３０−１７：００
付帯設備：ホワイトボード、イス１８脚、机６台

○シルバー人材センターボランティアルーム（定員：１０名）
立川市柴崎町１−１７−７ シルバー人材センター１階
利用時間：月曜日〜金曜日 ８：３０−１７：００ 土日利用は別途相談
付帯設備：黒板、イス８脚、机５台
※どちらも予約制です。利用したい１ヶ月前の同日９：００よりお電話かｆａｘにてお願いします。

とくとく情報〜その２

無料ＮＰＯ法人相談

●ＮＰＯ法人設立ガイダンス
ＮＰＯ法人の設立に関心のある方むけです。ＮＰＯ法の解説・法人化の意義・
設立のために必要な事務など。事前にご予約ください。定員２０名。
○５／２２（木） １９：００−２１：００ 会場：立川市女性総合センターアイム
○５／２４（土） １３：３０−１５：３０ 会場：立川市総合福祉センター
協力：東京ボランティア・市民活動センター

●ＮＰＯ法人個別相談
ＮＰＯ法人設立の手続きを始める方や法人運営をしている方むけです。
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。
事前にご予約ください。１団体１時間。
○５／２９（木） １９：００−２１：００ 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

●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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〜こども編〜
★ 立川キッズにトツゲキ！★
国営昭和記念公園の「こどもの森」の一角で子供たちが目隠しをして自然を観察す
るネイチャー＆アートを行っていました。 これは「遊びの教室」のひとコマ。立川キッズという
ボランティアグループが主催している子供のための教室です。観察を終えた子供たちは自
由に絵筆を取り思い思いの絵を自分だけの布のキャンパスに
描き始めます。その顔は真剣そのもの。「自然に触れてピュア
になった子供が、日常の心の中のもやもやを吐き出すように
筆を走らせ、もっとピュアになるひとときです。」と、その様子を代
表の本郷さんが説明してくださいました。
立川キッズでは未来社会の担い手である子どもたちに、健康で文化性豊かな環境を
提供することを目的に、このほかにも、プレイバスなど色々なイベントを行っています。興味 芸術家になる瞬間
がある方はぜひお問合せください。
※ ボランティアスタッフを常時募集しています。中高生のボランティアも大歓迎です。詳しくはお問合せください。
立川キッズ・・電話０４２−５４０−７９１２ FAX０４２−５４０−７９０９
URL http://www.din.or.jp/~scifi/kids/ Email scifi@din.or.jp
五感を使うこどもたち

■そのほかこどもに関わるグループは・・・■
○富士見土曜クラブ
○立川子ども劇場

○立川プレイパークを考える会 ○「がらがらどん」などの読み聞かせの会 ○親と子の良い映画を見る会
○ ＣＥＰ・子どもひろば
○ホリデースクールなどなど興味をお持ちのはお問合せください。

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・・。

＞＞コラボが開店した！お節介を焼こう！
柴崎町にできた「コラボ」に夕飯を食べに行きました。「コラボ」は立川市・商工会議
所・地域商業者が立川を元気にするために建てた建物の名前です。これから立川で
お店を開こうとするチャレンジャーに格安の家賃で場所を貸して、「試しにやってみても
目印はコラボ
らう」支援場所です。
この構想をうわさで聞いたのは1年くらい前でしょうか。そのときは「こんな面白い
企画はなかなか実現しないものである」と思っていたのですが、いつの間にか建物
ができていました。一定期間でチャレンジャーのお店が変わるなんて消費者の一
人として、とてもウキウキします。
現在ダディーというお店が2階に入っていてハンバーグ料理を注文しました。美味
しくて値段も手ごろだし、夜11時くらいまでやっているので、助かります。「ありがとう
ございます」に心がこもっているのが本当に感じ取れます。個人商店は温かいなあ
と思います。ただエレベーターがないので、階段がつらい方はお店の方に一声かけ
てみましょう。
1階はインターネットが見られる待ち合わせ場所もあり、チャレン
ジャーとしてはディージャイという雑貨屋さんがお店を出しています。こ
ちらも早くのぞきたいです。
もしお店に行ったら、何らかの形で感想とか注文とかメッセージをそっ
と伝えてみませんか？お店への愛着が沸くし、チャレンジャーにとっては
貴重なことです。これも市民参加の街づくりとは言えませんか？

●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

◆2003花咲き祭り
花咲き祭りは、多摩地域で活躍するボランティアが中心に
なって、企画し運営する「福祉と地域をネットする」ためのイ
ベントです。ご来場の際は、無料送迎バス・日の出町役場
駐車場をご利用下さい。
○日時 5月4日(日)・5月5日(月) 9:30〜16:00
○場所 日の出太陽の家･武家屋敷
○プログラム
好きです日の出町！写真展/ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ情報コーナー/福
祉施設の作品販売/炭焼き体験/竹炭販売/日の出陶房
の陶器とセットの料理と食べ物/ふれあいミニ動物園／乗馬
体験コーナー/野菜・山野草の販売/手打ちそば実演・体
験/バザー/自然観察会／お囃子・お琴・和太鼓演奏/お
茶席｢静林庵｣「野点」(５日は体験コーナーがあり)
○主催・問合せ 花咲き祭り実行委員会
西多摩郡日の出町大久野5107 TEL042-597-2811

◆ミュージカル西遊記
ミュージカルカンパニー｢パッション｣は、舞台をこよなく愛する
少数の情熱家達で2001年1月に立川で活動を開始しまし
た。今回の作品は原作とは少し違う脚色のオリジナル「西遊
記」です。メンバー総力をあげての舞台をどうぞご期待くださ
い。
○日時 5月31日(土) 15:00／18:30開演
○場所 アミューたちかわ小ホール
○入場料 前売1500円／当日1800円
○チケット予約／問い合わせ
PASSION MUSICAL TEL 042-536-8265

◆フォークダンスの集い(第4回)
中高年の方々にフォークダンスを楽しむ輪が広がっておりま
す。外国の民族舞踊で小学生から中高年者の方々まで誰
でも楽しい生涯スポーツです。音楽を聴きながら全身を使っ
て健康と仲間作りをしませんか。
○日時 5月18日(日) 13:30〜15:00･雨天中止
○場所 昭和記念公園(みんなの原っぱ付近)
(現地に直接集合してください)

●

●

●

○費用 入園無料日
○連絡先 TEL 042-536-2371(大塚)
通常の活動は下記のようにありますので、お気軽にお出か
けください。

・フォークダンス マイムマイム
○場所 上砂会館(大山団地内大山小学校前)
○連絡先 042-536-4190(藤原)

・立川市フォークダンスクラブ
○場所 高松公民館
○連絡先 042-536-2371(大塚)

・フォークダンスすずらん
○場所 国立市北市民プラザ
○連絡先 042-536-2371(大塚)

◆立川フリーマーケット村が行われます
立川市消費者団体連絡会主催のフリーマーケットが
今年も立川競輪場にて開催されます。
福祉団体の出店や、高松商店街振興組合おかみさん
会のコーナー、消費生活相談パネル店も同時開催しま
すのでぜひ覗いてみて下さい。
○日時： 5月18日（日） 10:00〜14:00
○場所： 立川競輪場（雨天決行）
＊駐車場はありませんので車での来場はご遠慮ください。

○問合せ： 消費生活係（ＴＥＬ042-528-6801）

◆チーム・アウローラコンサート♪のお知らせ
音楽を通じてバリアフリー交流を目的としʻ９９年に誕生
した障害者中心の音楽家集団「チーム・アウローラ」を招
きます。一緒にコンサートを楽しみませんか？
○日時：5月31日（土）14:30開演（14:00開場15:00終
演予定）
○場所：立川市中央公民館講堂
○主催・お問合せ：立川子ども劇場
電話･ファックス 042-526-0731

●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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■問い合わせ･申込先
立川子ども劇場
〒190-0011立川市高松町2-3-19
TEL/FAX042-526-0731

◆立川子ども劇場特別例会
一龍斎貞水「立体怪談」
話芸の世界に二人しかいない人間国宝の一人であり、怪
談噺の第一人者、一龍斎貞水がみなさまを恐怖と幻覚の
世界へとご案内いたします。
■日時 6月29日(日) 14:00開演
■場所 東京都立多摩教育センターホール
■プログラム
１.寄席入門
柳亭 楽輔
２.落語
桂 歌助
３.色物（曲ごま）三増 紋之助
４.落語
柳亭 楽輔
―休憩―
５.立体怪談
一龍斎貞水
■入場料 会員 2500円/一般 3000円
当日 3500円
■申込日 5月8日10時より受付(会員は6日より受付)
●

●

ミュージカルカンパニー｢パッション｣では現在「西遊記」公演
を控え忙しく活動しておりますが、そこでの舞台進行のお
手伝いしてくださる方を募集しています。
具体的には、大道具･音響･会場係などをお願いしたいと
思っています。
詳細は下記までご連絡ください。
■連絡先 042-536-8265（奥村）

◆ノートパソコン用のモデムカード募集
市民ＩＴ研修実行委員会（仮称）では、いらなくなったモデ
ムカードを募集しています。ブロードバンドの普及で現在お
使いでないカードがございましたらぜひご提供ください。イン
ターネット接続環境のない方へのパソコン貸出し用に活
●

身の回りにある紙管を再利用し、音色好いの楽器を作り
ます。友禅和紙を使用して置物としてもご鑑賞いただける
仕上げを施します。講師は工作作家の小山春良氏。
■日時 5月20日(火) 10:00〜12：00
■場所 女性総合センター・アイム
■材料費 800円
■問い合わせ･申込先
雅工芸研究所（小山さんご自宅）
〒190-0011立川市高松町2-3-19
TEL/FAX042-755-6021

ひと・モノ・募集

●

◆パッション舞台進行補助募集

●

◆沖縄の伝統和楽器パーランクル（商品名「エイ
サーくん」）をつくる

●

■助成主旨
サラリーマン（ウーマン）のボランティア活動の振興と社会福
祉の向上に寄与することを目的として以下のいずれかを
行うもの。①高齢者福祉に関するボランティア活動②障
害者福祉に関するボランティア活動③こども（高校生ま
で）の健全な心を養うための交流ボランティア活動で、内
容が先駆性、継続性、発展性があり、効果が予測でき
るもの
■応募方法

●

●

用させていただきます。
寄贈先は市民ＩＴ研修会実行委員会（仮称）
■連絡先 042-529-8323（市民活動センターたちかわ）

◆松中小学校「ふれあい交流室」ボランティア募集
松中小学校（一番町）の中に、こどもたちと地域の人た
ちのためのスペースがあります。休み時間にはこどもたちの
たまり場に。ご一緒に新しい居場所づくりをしませんか？
■ 日時 （月）・（金） ９:00〜15:00
※午前と午後の交代制です
■ 問合せ先
042-531-6391（小林）
042-531-0910（井上）

助成金情報 ①

◆「サラリーマン（ウーマン）ボランティア活動助成」の
お知らせ

●

●

●

●

所定の申込書（ホームページよりプリントアウトもしくは
市民活動センターたちかわにもございます。）にご記入の
上、申し込み先へ郵送。
■締切
平成15年5月31日（必着）
■助成金贈呈
平成15年10月予定
■申し込み先
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目2番1号 大同
生命大阪本社ビル内 財団法人 大同生命厚生事業
団 事務局 TEL06-6447-7101(代)

●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 ②

●

●

●

◆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

◆24時間テレビ26｢愛は地球を救う」福祉車両
寄贈申込み選考のお知らせ

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）

全国31社の民間放送局が共同主催する「24時間テ
レビ」では、福祉車両の申込みを受け付けています。
今回は平成15年度24時間テレビ26「愛は地球を救
う」チャリティ募金により購入の上寄贈されるのもです。
■寄贈車両
・スロープ付き普通自動車、スロープ付き軽自動車リフ
ト付きバス
・入浴専用車、入浴専用車（軽）
・電動車いす、折畳み式電動車いす、電動四輪車
■対象団体
社会福祉法人、ＮＰＯ法人･非法人、地方公共団
体、医療法人、ボランティア団体、学校法人、社団法
人、財団法人、生協、広域連合、介護保険制度の
入浴事業者認定団体（自治体委託以外）、個人。
（寄贈車両によって限定があります）
■応募方法
所定申込書（市民活動センターたちかわにもございま
す）にご記入の上、下記まで送付して下さい。
※ 前年度の決算報告書（貸借対照表・収支計算
書）を必ず添付してください。（Ａ４サイズ1〜2枚）
■申し込み先
〒102-8004
千代田区二番町14 日本テレビ内「24時間テレビ」チャ
リティー委員会事務局
■締め切り
2003年5月31日（土）消印有効
■問合せ先
日本テレビ内
「24時間テレビ」チャリティー委員会事務局
電話 03-5275-4340

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

●○●情報コーナーがＨＯＴ ＳＰＯＴになります。●○●
総合福祉センターの中にあるボランティア・市民活動情報コーナーでは、みなさまから頂いた情報を順次
発信し、市民の方が自由に情報を手に入れられるスペースとして活用いただいております。
そのコーナーについに無線ＬＡＮ接続でパソコンによるインターネットでの情報検索ができる環境（ホットス
ポット）が整います。これまでの紙のチラシでは手に入らなかった情報もインターネットでその場で検索する
ことができるようになりました。ご自身のパソコンを持ち込んでいただければ、メールの送受信も可能です
（※１）。センターでの会議の資料作りや、資料の受け渡しをその場で即座に行うなど、活用方法は広がりま
す。
■検索に必要なもの・・・・
IEEE802.11b(Wi-Fi認定)11Mbps無線LAN対応の接続環境があるパソコンやPDA。
・パソコンをお持ちでない方は貸し出しも行っております。
この場合はメールの使用はできませんのでご了承ください。
■利用料金・・・・ 接続は無料でご提供です。
■セキュリティについて・・・・Privacy Separator機能搭載のアクセスポイントなので隣のパソコンから自分のパソコン
の中身を覗かれる心配はございません。
■利用上の注意・・・・インターネットでの犯罪を防ぐため、ご利用に際して簡単な利用者名簿にご記入を頂きま
す。またパソコンの貸出しを希望される場合は身分証の提示をお願い致します。
※１ 「ＤＩＯＮ」は受信のみの利用です。またごく一部ですが、ご加入のプロバイダーによっては電子メールの不正利
用を防止するための作業が必要な場合もあります。詳しくは各プロバイダーにご確認ください。

＜活用例＞
センターでの資料(チラシ）作り
メールで資料（チラシ）を受信 ⇒ 貸し出し印刷機でその場で印刷 ⇒ チラシが完成 ⇒ 会議で配布

「多忙なあなたも応援したい！」 市民活動センターたちかわ

●○●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につきましても、「市民活動センター☆たちかわ通信」の発送は
有料（一部100円）となっておりますので、今後も郵送を希望される方は、市民活動センターたちかわまでご
連絡ください。

●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！＞＞ホームページの掲載が遅れまして5月1日現在、見ることは出来ません。
申し訳ございませんが今しばらくお待ちください。
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●
ヤンキースに入団した松井選手の活躍がとても嬉しい。
天性と思われるボールへ遠くへ飛ばす能力とともに、きっと
彼は、素振りやトレーニングなど、人に見えないところでたく
さんの努力をしているのだと思う。そしてインタビューなど見
ていても、派手さがあるわけでもなく、カッコつけるわけでも
なく、飾らなく、とても正直な受け答えの印象を受ける。何
だか分からないけど、とっても魅力的だ。宮沢賢治ではな
いけれど、こういう人間に私もなりたい。（お）
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●
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