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インターネットの接続環境のない方は上記市民活動センターたちかわまでお問い合わせください。

☆ 突然ですが！問題です。 ☆
さてこの方はいったいどんな方でしょうか？
①酔っぱらい
②市民活動センターの運営委員
③やっぱり酔っぱらい！
④落語家
→正解は次ページを読んでください。
ＮＰＯの懇談会で

今月のもくじと読みどころ

注目は・・・
３ページ 「日活大通り商店街の子育て拠点？！」

２ページ「表紙の問題の正解がここにあります。〜中身は内緒！〜」
３ページ「フリールームことことが９月６日オープン」
４ページ「情報コーナー（イベント・講習・講座・ボランティア）」
５ページ「助成金情報①」コミュニティケア締め切り間近。
６ページ「助成金情報②」女性陣必見！〜女性のための助成シャルレ募集開始！
７ページ「センターよりおしらせ①」
センター独自のホームページについて・プレコンサート・ＮＰＯ相談
８ページ「センターよりおしらせ②」
●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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今月の表紙顔は・・・
羽衣町にお住まいの

本名：表題に同じ
生年月日：１９５５年４月９日
出身：東京都立川市羽衣町
血液型：Ｏ型 星座：おひつじ座
現住所：出身に同じ。
好きな食べ物：何でも食べるが、食に
関しては保守的。

「岩間直人さん」
をご紹介します。
「情報が欲しいです。」
「情報が欲しいですカード」とはボランティアセンター
の登録制度のようなもの。これに３年連続記入をされ
ていた岩間さん。実際ご記入をいただきながら、なか
なかご希望の活動のご紹介ができずにおりました。
ボランティア活動がまだまだ限られた年齢層の印象
がある中４５歳と働き盛りのころです。異色でした。し
かも登録をいただいている希望する活動情報がパソ
コンを使ったものであることから、実はなかなかお声を
かけられずにいました。
昨年度、損保ジャパンより中古パソコンの寄贈がご
ざいました。この活用について検討する中で市民グ
ループでパソコンの講習会ができないだろうかという
風に検討が進み、そこに実行委員として岩間さんが
来てくださることになったのです。そして現在「学習と
ボランティアの会 たちかわＰＣ倶楽部」の代表として
活動をされています。そのほか立川市では市政モニ
ターのほか、新庁舎建設市民１００人委員会の委員。
市民活動センターたちかわの運営委員もされるなど、
住んでいる地域を拠点とした活動も多く参加されてい
ます。
「日本代表からはじまった」
そんな風に今は立川を拠点として市民活動にどっ
ぷり漬かっている岩間さんですが、最初のきっかけは
インターネット上のボランティア活動から始まったそう
です。デザイナーがよく使うカナダのグラフィックソフト
のユーザーズグループの代表を務めていたとのこと。
このソフトのユーザーの代表として、日本の販売店と
交渉に立ったり、カナダのソフト会社とやりとりをしたり
と、業務とは関係ないところで活動を始めたとのこと。
ニフティ(@nifty)のフォーラム・マネージャもその一つ。
情報化社会ではただ情報を得るのではなくギブアンド
テイクのスタンスでいないと存在すら知ってもらえない
といいます。
「多摩地区の活動家との出会い」
そんな活動をしながら仕事がらみでありますが、東
京都の多摩地域のボランティアやＮＰＯを集めたメー
リングリストを１年間総合オペレーターとして関わること
になります。そこの運営スタッフの活動を通じて多摩
地区で活躍している多くの方と知り合いになる。その
プロジェクト後も「多摩未来２１メーリングリスト」として
活動はつづいていくことになるのですが、そのメーリン
グリストでは子供の居場所づくりのことから、農地の活
用など幅広い意見交換が持たれているそうです。参
加している人は多摩地区のことを真剣に考えて、自分
たちの街を愛し、その街をよくしようと思っている人た
ちばかり。なにか疑問に思ったことをメールで送ると、
誰かしら専門家がいて有意義な議論が展開されてい
るとのこと。このメールでは「多摩地区で活動している
ＮＰＯやボランティア団体の誰かとはつながっている」

という実感がもてているようだ。
メールだけのやりとりではなく、何かのイベントなど
の情報はそこで告知され、実際に会話したりすること
もある。
そこで出会った人たちの活動から触発され、背中
を押される形で活動が始まった。自分の住んでいる
地域に対して仕事から帰って寝るだけの生活をして
〜 大好評のたちかわＰＣ倶楽部 〜
「パソコン何でも相談会」
７月２６日（土）に会として初めての相談会を行い
ま した。事前からお問
い合わせが多く、当日
は大変なにぎわい。
とても好評でした。
次回は８月２３日（土）
午後２時からです。

いる自分に疑問を感じたのだという。「あまり地域活
動もしていなかったし、少し何かできないか？まあパ
ソコン関係で何かあればと思って」ボランティアセン
ターへ出向くことになったとのこと。
「情報がないボランティアセンター」
しかし、そこには自分が望む活動がなかった。
「あっても夏の体験ボランティアぐらい」そんな状態が
つづいていた。
そこにようやく先にも申し上げた中古パソコンの寄
贈があったことを契機に、その活用の検討が必要とな
り岩間さんにご参加していただけることになりました。
平行してパソコンを使ったボランティア活動に協力を
いただける方々よりたくさんお声をいただき、集まって
いただけたことから「たちかわパソコン倶楽部」の設
立の運びとなった訳です。今年度は代表に岩間さん
が立って、基盤整備を行ってくださっています。

ということで表紙のクイズの正解は①②③になりま
す。 正解した人の中から抽選で５名の方にはセン
ターのスタッフからお祝いの組体操Ｅmailをお送りしま
す。 正答数を自己申告でご記入の上Emailにて
「市民活動センターたちかわ」までお送りください。

●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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〜下世話な質問コーナー〜
そんな岩間さんですが、普段の生活などを聞いてみ
ました。
Ｑ１.デザイナーが使うグラフィックソフトを使っていた
り、一太郎などのガイドブックを執筆したりと、本業は
何をされているのかよくわからないのですが、いった
いお仕事は何をしていらっしゃるのでしょうか？
Ａ１.今は都市計画コンサルタントを行っています。そ
の前は設計の前にやる建築計画をしていました。公
共施設などもそうですが、具体的に言うとその建物
が効率よく機能するためにどのようなことが必要であ
るかをコンサルする仕事です。そんな経験からも１０
０人委員会はとても面白い。一市民が自分のところ
の市の新庁舎の建設に関われるなんて一生に一度
あるかないかですしね。
Ｑ２.地域の活動にどっぷり漬かっているように思うの
ですが、ご家族の反応はいかがでしょうか？家庭は
大丈夫ですか？

ので実は今日も家にはおりません（笑）。
Ｑ３.最後に立川界隈の市民活動がより活発にな
り、この街が豊かになるために必要なことはどのよう
なことだと思われますか？
Ａ３.やはり、必要な情報が必要なところに届く仕組
みが必要なのではないでしょうか？立川は情報が
ありそうですが意外に入らないように思います。何
かしたいと思ったときに情報がないんです。たとえ
ば子育て中の母親でも自宅からインターネットを通
じて情報を入手したりなど、もっと市民の力を発揮
できる機会はあるはず。今は情報の格差がすごくあ
ると思う。そのあたりはパソコン倶楽部の活動や市
民活動センターの活動を通じてでも何かお役に立
てればと思います。市民活動の入り口的な窓口が
無いのでそういったものが作れればと思います。と
りあえず市民活動センターのホームページをなおし
てはいかがでしょうか？（笑）まだボランティアセン
ターのままですよ（笑）！
岩間さんご協力ありがとうございました。
ホームページはなるべく早くなおします（汗）

Ａ２.うちの奥さんは気にしていない。仕事はトラベル
ライターをしています。そんなわけで飛び回っている

まちネタ★ひとネタ

・・子育てさんいらっしゃい！おじさんも是非どうぞ！

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・・。
＞＞先駆的市民事業として・・
「たすけあいワーカーズ」というとご存じの方も多いですが生協の活動から生まれたワー
カーズコレクティブのひとつ。家事援助などが必要な方へサービスを提供し地域福祉を
担っています。「ワーカーズコレクティブ」とは地域で暮らす人たちが、生活者の視点から地
域に必要な「もの」や「サービス」を市民事業として事業化するために全員が出資し、経
営に責任を持ち労働を担うスタイル。行政の事業が縮小する中で注目されているます。
「たすけあいワーカーズこっとん」も早くからそのような市民運動を引っ張ってきた団体で
す。
柴崎町の新しい事務所

＞＞原点へ戻って新たに進化する

もとは産前産後を経験した女性たちが、そのとき感じた社会的な支援の必要性を、
自分たちで事業化してきたもの。つまり子育ての支援が主眼にあったともいえる。しかし社会が高齢化する中、ヘルパーの資
格を取るなどしながら生活のニーズに即したサービスを提供してきた。
４年前、ＮＰＯ法人として行う介護保険部門と分離した「たすけあいワーカーズこっとん」は市民運動のスタイルを大切に子
育て支援を中心として独自の活動を続けていた。
そのような折り、商店街の活性化に力を入れている市の商工課から声がかかる。子育て中の母親や子供たちを取り巻く
状況の変化も感じながら活動を模索していた「たすけあいワーカーズこっとん」だったが、とんとん拍子に（実際はばたばた
と？）助成も決まり、６月１９日、地域の子育て支援拠点となる「フリールームことこと」をプレオープンをさせることができた。
代表の酒井さんはフリールームについて「孤立しがちな子育て中の母親が気軽に立ち寄れて、同じような状況の仲間と知
り合いになれる場所・雑談できる場所。ちょっとした悩みや心配事の解決の糸口を得られたりできる場所になればと思う。今
は地域ぐるみで子育てを考えていく時代。子供の悲惨な事件がニュースを賑わしている中、地域の商店街の力はとても大
切になっている。大店舗にはない商店街の魅力をもっと感じてもらいたい。あくまでも商店街の中の子育て支援拠点として、
商店街の方とうまく連携をとれたら」とこれからの活動について話してくださった。

＞＞グランドオープンは９月６日（土）
この日はどなたでも楽しめるイベントを組む予定とのこと。「誰でもが気軽に立ち寄れるユニバーサルサロン」を目指して焦ら
ずに進めていきたいという。そんな「たすけあいワーカーズこっとん」や「フリールームことこと」に興味があるかたは、下記までお問
い合わせください。またお近くへお出かけの際はのぞいてみてはいかがですか？
たすけあいワーカーズこっとん TEL・FAX042-526-7408
フリールームことこと TEL・FAX 042-526-7432
●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

◆たましん NPO事業支援ローン
コミュニティビジネス応援します！まずはたましんにご相談ください

★POINT１年利１％（平成１５年６月２３日現在）
★POINT2担保不要
対象：地域性･社会性があり、安定した事業収入がある、も
しくは今後事業収入が見込める特定非営利活動法人
使途：運転資金または設備資金
金額：１法人あたり500万円以内（10万円単位）
期間：５年以内
詳しくはホームページ･店頭又は担当営業係まで
多摩中央信用金庫 http://www.tamachuo.co.jp/npo.html

◆柴崎町･生活支援講座①ご葬儀の進め方と墓地について
いざというとき、あなたは、どうされますか？故人にふさわしい、
そしてあなたに負担のかからない葬儀の進め方と墓地について
の勉強会！
日時：8月7日（木/仏滅） 午後2時〜
会場：柴崎会館・2階 参加費：無料
講師：深沢正壽氏（柴崎町地区グットネイバー推進協議会等）
主催：柴崎町地区グットネイバー推進協議会

◆まことくらぶナイト２００３
真夏の夜のお祭りです！！手品や腹話術に楽しい歌やダン
ス、全員参加のビンゴゲームもあります！焼きそばやカキ氷など
の模擬店のあります。ふるって参加してください！！
日時：8月9日（土） 17:30〜19:30
会場：至誠学園（ピクニックエリア） 立川市錦町6-26-15
主催：ワークセンターまことくらぶ（知的障害者小規模通所
授産施設） Tel/Fax：042-521-3988

◆第2回ボランティア大学 居場所ができた！
〜住み慣れた地域で安心して歳をとるために〜

●

●

●

メール info@fujifukushi.com

◆夏体験ボランティア
〜パートナーとしての動物たち〜人間も動物も「大切な命」
私たちを幸せな気持ちにしてくれる動物たち。ところが、毎年多
くのペットたちが不幸な最期を迎えています。動物たちと楽しく
生きていくにはどうしたらいいのでしょう。動物たちとふれあいなが
ら考えましょう。
＜日野動物愛護センター見学＞
○日時 平成１５年８月６日（水）午後２時〜４時
＜野良猫の保護活動＞
○日時 平成１５年８月７日（木）午後１時〜３時
○参加者 小学４年生〜中学生ぐらい
○参加費 ３００円 ○定員１５名
○問い合せ先
市民活動センターたちかわ ＴＥＬ０４２−５２９−８３２３

◆二級ホームヘルプ養成講座受講生募集！
限定30名！！
みんなの広場福祉連絡協議会では表記の通り講座の受講
生の募集を行います。
受付：8月1日〜8月24日
費用：①７５，０００円②３０，０００円（②は資格取得後「み
んなの広場」にて2年間以上勤務する方に限る）
日程：自宅学習 9月2日〜 9月27日
通学学習10月6日〜10月27日（全13日間）
実習10月28日〜11月30日のうち5日間
問合せ・申込み
みんなの広場福祉連絡協議会 Tel/Fax：042-521-2917

◆社会福祉法人幹福祉会 訪問介護員養成研修
2級通学課程開催
期間：2003年8月23日（土）〜2003年12月20日（土）
会場：幹福祉会研修室他
内容：2級132時間（追加カリキュラム2時間含む）
定員：40名（申込み多数の場合は抽選となります）
受講料：64，800円（テキスト代含む）
受講資格：高齢者･障害者の福祉に熱意と情熱を持ち、全
ての科目に出席できる方。ホームヘルパーとして働くことを希

日時：8月23日（土） 13:30〜16:30
会場：国分寺駅南口徒歩1分 「富士ビル」3階ホール
講師：紀平洋子氏（チャンプルーの会）
定員：50名 参加費：1500円
問合せ・申込み
財団法人富士福祉事業団 担当：村越（ムラコシ）
Tel 042-327-9731/Fax 042-327-9732

●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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望する方及びすでに働いている方。
問合せ・申込み
社会福祉法人 幹（みき）福祉会
〈本部〉Tel 042−540−1230/Fax 0４2-540-2012
Eメール miki2940@apricot.ocn.ne.jp
※研修の全科目に手話通訳者を配置します。
詳細については Fax･メール などでお気軽にお問合せくださ
い。
◆ふれあい縁日栄町
「栄町地区グッドネイバーを進める会」ではふれあいの輪を
広げる目的でサロンを開催しておりますが、今回は縁日を行
います。お誘い合わせの上、お気軽にお出かけください。
○日時 平成１５年８月９日（土） 午後１時〜３時半
○場所 さかえ会館
○内容 駄菓子コーナー、昔あそびコーナー、チャリティコー
ナー、宿題ヒントコーナー、ジャンケン大会など
※当日使用済み切手の額面額上限５００円として、当日使
える金券と引き替えをいたします。
○問い合わせ ＴＥＬ ０４２−５３６−０８３４ （高木）
◆おもちゃの病院の出張が行われます。
子供の頃からものを大切にする心を育て、ゴミの減量を目
的としておもちゃの治療を行います。
○日時 平成１５年９月６日（土） 午後１時〜３時

●

●

●

矢川緑地保全地域（羽衣3丁目）で緑のボランティアを募集し
ます。地域の自然保護に関心と情熱のある方を歓迎します。
〇 内容
矢川緑地保全地域（21000㎡，6364坪）の保全管理
〇 条件
年令･性別･資格・経験不問

●

●

◆みんなで考えよう地域ネコについて
〜飼い主のいないネコと共に生きるために！〜
いまや、地域ネコ問題は全国的な社会現象になっているよ
うな気がします。飼い主のいないネコを排除するのではなく、地
域ぐるみで“共生”をしていこうとするこの活動を多くの方に知っ
ていただきたいと思います。
○日時 平成１５年８月１０日（日）
○時間 午後１時半〜４時
○場所 女性総合センターアイム 第三学習室
○参加費 無料
○問い合わせ 地球クラブ・イーグル
ＴＥＬ・ＦＡＸ／０４２−５２１−４９８０

ひと・モノ・募集

◆矢川緑地緑のボランティア募集

●

○会場 富士見児童館 音楽室 ※駐車場はありません。
○問い合せ
立川市女性総合センター・アイム
ＴＥＬ／０４２−５２８−６８０１
◆「夏のボランティア体験スクール」開催！
夏休みの２日間を使い、ボランティア活動体験のプログラムを
行います。国立市内の活動先２つを組み合わせたプログラム
から選択できます。
○日時 オリエンテーション ８月１８日（月）午後２時〜４時
○活動機関 ８月１９日（火）〜２１日（木）の間で２日間
○定員 ２０名（先着順）
○問い合わせ 国立市ボランティアセンター
ＴＥＬ／０４２−５７５−３２２３

●

●

●

〇 活動日 第2土曜日，第4土曜日 9:30〜11:30
雨天中止（他、年2回 ハイキング･見学･観察会等）
〇 連絡先 矢川ふれあいボランティア 代表者：高橋四郎
Tel/Fax 042-523-9165

助成金情報 ①

●

●

●

◆大和証券福祉財団 第10回ボランティア活動等に ■発表時期
平成15年12月
関する調査研究助成要項（平成15年度）
■発表方法
申込者宛に財団事務所より文書にて通知します。
■助成金贈呈
平成16年1月より贈呈します。
■報告書の提出
助成金受領1年以内に研究の成果等を報告
■申込書送付先
〒103-8219
東京都中央区日本橋茅場町1-1-9大和証券兜町ビル
財団法人 大和証券福祉財団
Tel 03-3665-5147/Fax 03-3662-0495

■応募資格
特に問いませんが、研究委員会を組織してください。
■助成金
1件100万円を上限：3件
■応募期間
平成15年8月1日〜9月15日（当日消印有効）
■応募方法
所 定 の 申込 用 紙 に よ り 下記 財 団 宛に お申 込 み くだ さ い。
FAX、及びEメールでの応募は受け付け出来ません。
■申込書請求
申込用紙は下記財団へ電話又はFAXにてご請求ください。イ
ンターネットホームページからでもからもプリントアウト出来ます。
(http://www.daiwa.co.jp/group/kouken/index-s.html)

●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10回「ボランティア活動助成」大和証券福祉財
団
ボランティア活動を目的とした団体・グループで特に在
宅老人、障害児・者、児童問題等に対するボランティ
ア活動に対して助成を行います。
※申込みに際しては社会福祉協議会等の推薦が必
要となります。
●助成額 1件あたり30万円（上限）
●期間 原則として平成16年1月〜12月の活動
●締め切り 平成15年9月15日（消印有効)
■申込み方法: 申込用紙は下記財団へTELまたは
FAXにてご請求ください。下記ホームページからもダウン
ロードできます。
http://www.daiwa.co.jp/group/kouken/index-s.
html
●問合せ・申込み先:
財団法人 大和証券福祉財団
TEL: 03-3665-5147 FAX: 03-3662-0495

◆住友生命社会福祉事業団「コミュニティケア活動支
援」
コミュニティケアの分野で活動する市民団体の新しい
プロジェクトを支援することを目的とし、助成とプログラム
支援などを行います。
●.対象団体
コミュニティケアに関わる活動に取り組んでいるか、ある
いは各地のコミュニティケア活動を支援している団体で
あれば、団体の規模や法人格の有無は問いません。
申請書はホームページからもダウンロードできます。
●応募締切: 8月11日(月) 必着
●問合せ・申込み先
コミュニティケア活動支援センター事務局
TEL: 03-5689-0957 FAX: 03-5689-0958
http://homepage2.nifty.com/comcare/

◆チャリティプレート助成金
障害者が通うアクティビティセンターなどや小規模作業
所などで、特に緊急性が明確である団体またはグルー
プに、設備・備品・車両の助成を行う。
●応募資格:
(1) 助成年度の前年の4月1日までに設立され、すでに
活動を開始していること。
(2)年間総予算が1,500万円を超えないこと。
(3)事業収入が500万円を超えないこと。
(4)公費助成率が総予算の60%を超えないこと。
(5) 社会福祉法人および財団法人は特別の理由がな
い限り対象としない。
●助成金額: 1件あたり50万円を限度とする。
●応募締切: 8月29日(金)必着
●問合せ・申し込み
特定非営利活動法人 日本チャリティプレート協会
事務局 (担当: 豊田)
TEL: 03-3381-4071 FAX: 03-3381-2289

◆第10回シャルレ女性奨励賞
様々な分野で活動を続けている女性を対象として、活
動している本人の、明るく生き生きと前向きな姿勢の
取り組みが、周囲の人や地域の活性化につながってい
る活動を、助成金を通じて支援します。
●応募資格
女性個人もしくは女性を中心にしたグループ（男性参
加も可）で、2003年7月までに１年以上の活動実績が
あり、助成金を何に役立てたいかという明確かつ具体
的なビジョンをもっていること。活動が主に日本国内で
行われていること。営利目的の活動ではないこと。
●助成額 １グループ５０万（上限）
●締め切り 平成１５年８月３１日（日）
●問い合せ・申し込み
ウイメンズ・フェローシップ実行委員会事務局（担当/八
木澤・大関）
ＴＥＬ：03-3239-7229 FAX：03-3238-0746

自分がサービスを利用している、あるい
は応援したいNPO法人に寄附をして、し
かもそれが多少なりとも寄附控除の対象になる、となったらどうしますか？身近なNPOの活動にもっと目
が行くかも知れませんし、活動をする団体も「税金が安くなるので、寄附して下さい」と言いやすいことでしょ
う。今のところ、それが出来るのは「認定NPO法人」に対して寄附をした時だけです。これは一定の基準を
満たしたNPO法人で、6月現在全国で14団体があります（詳しくは国税庁HPにて）。別に認定を受けてい
ない団体が信用に値しないとか適性でないということは全くありません。多くの団体にとって、寄附金集めを
しやすい支援税制措置の整備が強く望まれているといえます。
トピックス ● 「NPOに寄附をすると税金は安くなる？」

●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

★☆★ 市民活動センターホームページへの参加団体を募集します ★☆★
市民活動センターではより多くのみなさまの活動をご紹介する窓口として、団体のみなさまの情報をインターネットで発
信するべく、このたび「市民活動センターたちかわ」独自のホームページを開設することになりました。立川界隈の市民活
動の情報の玄関口（ポータルサイト）として有効に活用していただくため、多くのみなさまの活動を紹介していきたいと思っ
ております。そこでこのポータルサイトにご参加いただける市民活動団体のみなさまを募集いたします。
今回設立するホームページでは単にみなさまのページへリンクを張るのではなく、トップページへそれぞれの団体のイベン
トや活動の最新情報をご自由に更新していただけます。つまり常にトップページには立川界隈の最新のイベント情報をご
覧いただけるため、ページの情報水準が上がり地域の市民活動ポータルサイトとして機能します。またこのシステムからそ
れぞれの団体の独自ページへ導かれるため、これまで以上の閲覧を望めることになります。
※ ご自身のページがなくともご参加可能です。（簡易なホームページを無料でお作りします。）
※ 携帯電話からでも更新が可能となる予定ですのでパソコンが無くともご参加が可能です。
このプロジェクトにご興味がある方は「市民活動センターたちかわ」までお問い合わせください。

●○●今月のふれあいミュージックフェスティバル●○●
「プレコンサートがやってきた！」
先月ご紹介いたしました「プレコンサート」今月は以下のようになります。普段なかなか入る機会がない福祉施設ですが、この
機会にのぞいてみるのも面白いかも？！お近くにお出かけの際は是非お立ち寄りください。

○
○
○
○
○

８月３日（日）１５：００〜 砂川園（上砂町）
８月９日（土）１０：３０〜 立川市総合福祉センター（富士見町）
８月１６日（土）１４：００〜 フェローホームズ（富士見町）
８月２３日（土）１４：００〜 西砂ホーム（西砂町）
８月３０日（土）１３：３０〜 栄福祉作業所（栄町）
←ぽれポれにて

↑天王橋会館祭り
にて

至誠キートス
ホームにて→

場所など詳しくは市民活動センターまでお問い合わせください。

■◇■ＮＰＯ法人相談を開催します■◇■
●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。
○ ８／７（木） １９：００〜２１：００ 会場：立川市女性総合センター・アイム
○ ８／２３（土） １３：３０〜１５：３０ 会場：立川市総合福祉センター
○ ９／１０（水） １９：００〜２１：００ 会場：立川市女性総合センター・アイム
●ＮＰＯ・ボランティアのための団体運営ノウハウ相談
実際にＮＰＯ法人として活動している団体がその運営について個別にご相談にのります。
事前予約制です。簡単なご相談内容をお知らせください。（１団体１時間以内）
○ ８／２７（水）１９：００〜２１：００ 会場：立川市女性総合センター・アイム
○ ９／１７（水）１９：００〜２１：００ 会場：立川市女性総合センター・アイム
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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■『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の皆様のご好意により、
読売新聞をご購読の方は折込にて配布されます。（栄町・高松町・曙町の一部）

★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。
（登録グループのみ優先予約あり）
■事務所前のスペース
ご自由にお使いください。無線でインターネットがご使用になれます。
（情報検索用のパソコンをお貸ししております。無料３台。）

備品の貸し出しについて

■貸し出し機材について
Ａ１拡大コピー機が好評です。（写真・文字両方きれいな）印刷機の大量使用は
必ず事前にご予約ください。詳細については直接お問い合わせください。
パソコンはＯＳがウインドウズ９５です（アプリなしご注意を！）
■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！＞＞＞＞立川市社会福祉協議会のホームページよりご覧いただけます。インターネットの接続環
境がある方はURL http://www.whi.m-net.ne.jp/~aiaics よりどうぞ。
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。
★上記のほか市民活動メールマガジンを開設予定です。ご希望の方は市民活動センターまでご連絡をください。
編集後記●
地元の駅に立派な駐輪場ができた時、「あ〜、税金徴収の
ためでしょ。どうせ」なんて囁きあっていたっけ。３ヶ月で５０００
円弱。結構な額の利用料だもの。でも、そんな気持ちはあっ
という間にふっきれてしまった。「おつかれさん！」「まだ雨ふって
ないよ〜間にあってよかったねぇ」「そろそろタイヤに空気を入
れたほうがいいぞぉ」。駐輪場スタッフのおじさまたちのおかげ
だ。心底ホッとする。あ〜自分のまちに帰って来たなぁって実
感する。周りを見まわすと他の人たちもなんだか幸福顔。お
互い名前は知らない。でも顔は知っている。私の好きな場所
のひとつだ。（え）

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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