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（ホームページが動き出しました。登録団体募集中です！）
◆開所日・時間◆
（月）〜（金） ８：３０ 〜 １９：００ (土） ８：３０ 〜 １７：１５

☆ 第４問はチャンス問題！ ☆
さてこの方はいったいどんな名前でしょうか？
①名犬ラッシー
②フランダースの犬でおなじみ「パトラッシュ」
③ラスカル（実はアライグマ！）
④ベティ
→正解は次ページを読んでください。
私は誰だワン？

今月のもくじと読みどころ

注目は・・・
７ページ 「芸術文化振興資金募集締め切り間近！ 」

Ｐ２・・・「表紙の問題の正解がここにあります。〜中身は内緒！〜」
Ｐ３・・・「子どもだからこそ大活躍！のボランティア！？」
Ｐ４・・・「情報コーナー（イベント・講習・講座）」
Ｐ５・・・「ひと・モノ募集①」
Ｐ６・・・「人・もの募集②」・市民活動センターたちかわより
ＮＰＯ法人設立ガイダンス・ＮＰＯ相談団体運営ノウハウ相談
Ｐ７・・・「助成金情報」今月は３つの助成情報！
Ｐ８・・・「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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今月の表紙は・・・

名前「ベティ」
ʻ９９年６月生まれ
好きな食べ物 お肉が好き。
にんじん食べます。
最近気になっていること
お茶の時間
（お菓子がもらえることが多いのだ！）

立川市に在住の訓練犬
「ベティ」です。
今回は事務局長の金澤さんから
お話をお伺いいたしました！

「病床でひとりぼっちの怖い思いから・・・」

「２頭が飛び回る食卓」

緊急通報犬育成会という団
体が出来たのが１年前、その
事務局長を担当されて いる
のが本日お話を伺った 金澤
さんです。金澤さんが活動を
始めるきっかけとなっ たの
は、ご自身の経験から生まれ
てきました。それは会の出来
るずいぶん前のこと、ご自身
が大病をなさって、身動きが
事務局長の金澤さん
とれず、家族も付きっきりで
はないので、一人で病床に伏していた時。たまたま近隣で火事や
地震が起こり、ご近所の方が避難する物音の中で、避難はもちろ
ん、連絡することさえも出来ずに心細い思いをされたご経験に
さかのぼります。そのときは漠然と「何か良い方法がないか」と
思うようになっていたとのこと。そんな思いを抱いていた金澤
さんが、最初にシェパードに出会ったのが５年前、警察犬協会に
登録された『ホルダー』でした。シェパード犬の能力の高さに、
はたと「この犬種で何かできないか？」と思うようになったとの
こと。そんな思いを抱きながら、警察犬訓練所に出向きます。

しかし、シェパードは他の使役犬に使われるレトリバーな
どとは違って、とても力があります。連れてきてもすぐに家
の中に入れることは出来ません。「それこそ家の中が空洞に
なってしまいます。」というぐらい。外の配管からゲージを
組み立てるま
ですべてこの
犬のために工
事をしたそう
です。それだけ
でも相当の費
用がかかった
とのことです。
もちろんすべ
てが持ち出し
の状態。
訓練では「食 訓練のひとこま、前がホルダー後ろがベティ
事中に、テーブ
ルの上を２頭が飛び回っていることもあった」そうで、まさ
に「異常な光景です」とのこと。それぐらい最初の訓練、つ
まり家庭の中に入ることは大変だったようです。

「覚えるよぅ〜」

「他の使役犬とは違う役割を」
介助犬の法律が改正されて、現在様々な場面を想定して使
役犬の育成が行われていますが、「緊急通報犬」はそもそも
介助犬というものとはまったく別の概念で訓練されていま
す。「ちょっとした介助はするけれど、この犬の特性を活か
したものを作りたい」という金澤さん。もともとレベルが高
い警察犬の高等訓練を受けているのですから、そもそも防犯
に於いては右に出るものはいません。
「安心できる用心棒でもあり、またとても優しい家族でも
ある」そんな犬を作っていきたいという。そういう意味では
特に高齢者や障害をお持ちの方とは、対象を限定していない
ということです。
たしかに一人暮らしの女性など防犯を想定した飼い方の
ほうが活躍の場面はありそうです。この犬のユーザーになる

訓練所に出向き、どちらかというと使役犬のようなそのイ
メージを伝えると、紹介されたのが『ベティ』でした。警察犬の
候補犬として高等教育を受け、まさにトップクラスの能力を
持っていながら、気性が優しいが故に警察犬にはなれず、訓練生
の教材として訓練所に残っていた『ベティ』。自分の食事も他の
犬に獲られてしまうような状態で、とてもやせ細っていたそう
です。
金澤さんはその気性を見込んで『ベティ』をつれて帰ります。
こんなエピソードがあるそうで
す。
『ベティ』を連れて帰ってからの
こと。ある訓練士が「この犬はだめ
だね。訓練しても覚えないよ」など
と『ベティ』に向かって散々けなし
て帰りました。そのあと『ベティ』
はおう吐をしながら涙を流して濡
れた顔で金澤さんに「覚えるよぅ
〜」と必死に訴えたと言います。そ
んなベティを見て金澤さんは心に
決めます。
「何とかこの犬を役に立
つような犬にしたい。そしてこの
緊急通報犬育成会を成功させよ
訓練のひとこま
う」と。

ということで表紙のクイズの正解は④になりま
す。今回はチャンス問題ですので、正解した
人の中から抽選でなんと！５０名の方にスタッ
フの組み体操写メールをお送りいたします。お
名前・ご連絡先・Ｅｍａｉｌアドレスを「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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ためには多少の訓練が必要となりますが、盲導犬などと違っ
て、飼い主も合宿するのではなく、ユーザーのお宅にて訓練
は行われ、その後のフォローにも訓練士が訪問するという形
がとられるそうです。「その辺はご事情に合わせて柔軟に対
応していきたい」と話してくださいました。
これなら仕事を持っている方でもユーザーになれるわけ
です。

「子どもたちのために」
今では市内の小中学校などの「総合的な学習の時間」などで
引っ張りだことなっている「ベティ」と金澤さん。
動物をテーマに学習を進めている生徒たちに、緊急通報犬
に限らず、動物と人間のよりよい関係の持ち方について興味
深い話をしてくださいます。
パートナーアニマルとして居続けられる猫や犬について
子どもたちも気がつかなかったその関係を気付かせてくだ
さいます。市民活動センターで毎年行われている「夏の体験
ボランティア」でも短期間の活動となる希望者を、快く受け
入れて下さっています。
会の活動に触れた子どもたちからは、会の広報活動などに
対して様々なアイデアが寄せられるそうです。子どもの意外
な発想に驚かされることもあると言います。
ちなみに２ページ上の写真は子どもたちのアイディア、

ティッシュ配りの
ベティのイメージ
から転じて、マッ
チ売りのベティと
のこと。
「これからも子
どもたちのため
に、出来る限り協
力していきたい」
と、うれしいお言
葉をいただきまし
市内の小学校でのひとこま
た
金澤さん、お忙
しい中、取材を快く引き受けていただき、ありがとうござい
ました。
「緊急通報犬育成会」では皆様からの支援をお待ちしてお
ります。入会を希望される方や、資金提供、そしてユーザー
希望をお申し出の際は下記までご連絡をしてください。
緊急通報犬育成会 ０４２−５２３−０６６８（金澤）
振り込み口座（郵便局）００１９０−１−６６６３４３
＊入金の際は事前にご連絡を！

まちネタ★ひとネタ
・・子どもだからこそ大活躍！のボランティア！？
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・・。
＞＞今年も参加しました「違法駐輪クリーンキャンペーン」
立川市では駅周辺の違法駐輪が問題となっています。立川市都市建
設部都市管理課によれば、立川市の放置自転車は都内ワースト４位。ち
なみに昨年は１１位と言うことです。数字でいうと放置台数が３６８４台が３
２６５台と４１９台減少したのですが、他の自治体も減少したことから、「その
減少幅の競争になっている」とのこと。
立川市ではモノレールの下を中心として、北口９３０台、南口２００台の駐
車スペースを確保してきております。しかしそれでも放置自転車数は無くな
りませんでした。「まさにイタチごっこ」の状態のようです。
たくさんの子どもボランティア
放置自転車等クリーンキャンペーンは駅周辺の企業、交通安全協会、商
店街、自治会など多くの団体の協力を得ながら、毎年放置自転車の防止
を呼びかけています。昨年より社会福祉協議会も参加しています。じつはそのなかには立川第五小学校と第七小学校
の生徒たちの姿もありました。キャンペーンは朝８時からですが、登校前の時間を活用して、朝７時から手づくりのチラシを
配布します。いつも学校の総合学習の時間などゲストティーチャーとしてきてい
る、自立生活センター・立川の野口さんや佐野さん、泉口さんにも参加していた
だき、一緒に違法駐輪放置自転車の防止を呼びかけました。

＞＞子どもだから伝えられるものがある。
朝の通勤時、ティッシュではなくチラシだけの配布です。ただでさえ手にとっても
らうことは難しいですが、それに加え今年はさらに雨のため、手には傘も持ってい
ます。最初は子どもたちも気後れしますが、次第に積極性を発揮。受け取る大
人も熱心な子どもたちの姿に温かく見守ってくるかたもおられました。
ご協力頂きましたみなさま。朝早くからありがとうございました。

登校前にボランティア

●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

◆立川レク祭り
動きやすい服装で参加してください。車でのご来場は
ご遠慮願います。
○日 時：11月29日（土） １３：３０〜１６：３０
○会 場：立川第八小学校 体育館
○内 容：レクリエーションゲーム大会･親睦会 等
○持ち物：体育館履き･参加費･筆記用具
○参加費：500円前後
（参加人数により変動があります）
○締切り：11月23日
○問合せ・申込み先
立川市少年団体青年リーダー連絡会 事務局
立川市教育委員会 青少年課青少年係
TEL 042-523-2111 （内線540）
http://tachikawa.s15.xrea.com/

◆立川麦の会「オープン定例会」のご案内
精神科に通院していても、先生は忙しそうで、疑問に
思いながらもついつい言い出せなかったり、こんなこと
聴いたら主治医に失礼ではと遠慮していることってあり
ませんか？精神科医に普段なかなか質問できないこと
を、思い切ってきいてみる時間をたくさんとるようにし
たいと思っています。普段の定例会を一般市民の方にも
公開する形式で行います。どうぞ、お気軽にご参加下さ
い。
○日 時：11月15日（土）14:40〜16:30（14時受付）
○場 所：立川市幸公民館・第1教室
○内 容：「心の病と薬について」(岩田柳一先生)
○参加費：無料
○連絡先：TEL 042-537-3905（真壁博美:立川麦の会会長）

◆「パソコン何でも相談会」のおしらせ
たちかわパソコン倶楽部では毎月第４土曜日に「パソ
コン何でも相談会」を開催しています。パソコンに関す
るトラブル、アプリケーションソフトの不明な点、その
他何でもボランティアが相談にのっています。
※ノートパソコンをお持ちの方はご持参下さい。

●

●

●

ホームページ上でも相談にのっています。
URL:http://tachikawa̲pcc.at.infoseek.co.jp/
○日 時：11月22日（土）14：00〜16：00
○会 場：立川市総合福祉センター ２階
○料 金：無料
○問合せ：たちかわパソコン倶楽部
０９０−１２６０−９０６８（代表：岩間）

■前進座中国凱旋公演「天平の甍（てんぴょうのいらか）」
遣唐使の時代、新しい国づくりのための使命を
持って命がけで海を渡った若き日本僧たちの数奇
な運命と、その留学層の必死の招請をうけ日本へ
仏教を伝える志を抱いた名僧鑑真和上の身命を賭
した渡海と布教。国境を越えた崇高な精神の交流
の物語です。立川商工会議所50周年を記念して、
前進座が公演します。
○日時 2003年12月19日（金）
アミューたちかわ・大ホール
昼の部 ○開演13:30（開場12:30）
夜の部 ○開演18:00（開場17:30）
入場料 ○S席6000円 A席5000円
B席3000円（指定）
問い合わせ○ 立川商工会議所 042-527-2700
立川市社会福祉協議会・総務係 042-529-8300
◆「ザ・ほっぴい」人形劇のご案内
子ども達が余暇の時間をより楽しく過ごし、親と子の
ふれあいを大切にしたいと思い、人形劇を催します。
カエルやヘビ、ねずみ…動物達が所狭しと動き回る
ユーモラスな人形コンサートや、ブラックライトに照ら
し出させるピエロの幻想的な世界をお楽しみ下さい。
公演後は、親と子どもが一緒に楽しめる手遊びも教え
ていただきます。ぜひこの機会にご鑑賞下さるようお願
いします。
○日 時：１１月２２日（土）１３：３０〜１５：００
○会 場：立川市総合福祉センター 活動室
○参加費：100円（大人のみ）当日集金

●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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○問合せ先：おもちゃ図書館ピコ運営委員長
立田 由紀子 ＴＥＬ：５３１−１８８５

◆断酒会 第５回合同勉強会
「来て！見て！聞いて！知って！」
アルコール依存症は、低人格、意志薄弱者がなるもの
といった、偏見が社会に根強くあります。しかしそうで
はありません。アルコール依存症は病気です。回復過程
にある本人や、家族の体験談を交えた合同勉強会を開催
いたします。
○日 時：平成15年11月16日（日）10：00〜17：00
○場 所：立川市中央公民館 第３教室
※昼食は各自用意してください。
○主 催：東京立川断酒新生会・家族会
○問合せ：東京立川断酒新生会
会長 喜納 TEL 042-525-5325

◆１１月のＴＭＣサロンのお知らせ
今大人気の上海の街並みは立川とどう違うのでしょうか！？

〜皆さん歴史的な建物は観光の財産なんですよ！〜
３５歳にして中国渡航歴３０回を誇る立川生まれの榎さ
んがスライドを使いながら上海の街の魅力と立川に足りな
いものを面白く詳しくお話します。
○日 時：１１月８日（土）１５：００〜１７：００
○場 所：立川市女性総合センターアイム５階 和室
○講 師：榎本 雄二（３５歳）
○参加費：無料
（どなたでもご参加いただけます。お気軽にどうぞ）
○問合せ：ＮＰＯ法人たちかわ多文化共生センター

◆第１１回全国親の会八王子大会開催のご案内

（ＴＭＣ）

ひとりで悩まないで出かけていらっしゃいませんか？
不登校やひきこもり・非行・家庭内暴力・摂食障害な
どのお子さんを持つ親御さん、嫁姑問題で悩みを抱えて
いらっしゃる方、又母親としてのあり方を勉強されたい
方。ご一緒にそれぞれの問題を考えてみませんか？
○日時：２００３年１２月７日（日）
ＡＭ１０：００ 開場受付
○会場：いちょうホール(八王子芸術文化会館)小ホール
八王子市本町２４−１（八王子駅徒歩１３分）
○費用：無 料
○講師：金盛 浦子（東京心理教育研究所所長）
佐藤 秀子（同所 臨床心理士）
石川
泰（同所 臨床心理士）
○内容：第１部10:30-11:00 体験談と質疑応答
昼食 13:00-14:00（各自でお取り下さい）
第２部14:00-16:15 自律訓練法/ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
○申込み・問合せは
ＮＰＯ法人SEPY（セピィ）倶楽部 TEL 03-3942-5006

TEL／FAX 042-527-0310 http://www.tmc.or.jp

◆いま家族を考える
第３回「どう向き合うか〜１０代の性と生」
「セ ッ ク ス に つ い て 知 り た い」「避 妊 っ て、ど う す る
の？」。１０代の少女や少年たちのいろいろな興味や関心
にきちんと向き合える大人でありたいですね。そのために
はまず大人が変わらなくてはならないのかもしれません。
この講演会をきっかけに考えてみませんか？
○日 時：平成１５年１１月８日（土）19：00〜21：00
○講 師：北村 邦夫 氏（産婦人科医）
○参加費：１,０００円（資料代）
○会 場：杉並区立荻窪地域区民センター
○問合せ：ＮＰＯ法人ウィメンズ・ライツ・センター
ＴＥＬ ０９０−９２４４−５２９９

●

●

●

ひと・モノ・募集①

★ボランティア募集★
パソコンのインストラクター･アシスタントを募集。高齢
者･障害者･主婦の初心者・中級車を対象にパソコンを教える
仕事です。高齢者･障害者･主婦の方々は情報弱者と言われ、
パソコンを学ぶ機会がほとんどありません。これらの方々に
パソコンを『ゆっくり親切に』を合言葉に時間を掛けてパソ
コンが使えるようになるまで教える仕事です。
現在大勢の高齢者･障害者･主婦が受講されています。
教える方も中高年の方を歓迎します。「ＮＰＯシニアネット
クラブ」へお電話下さい。（濱田･TEL 080-3176-6240）
E-mail:yh63@mail.hinocatv.ne.jp
URL:http://www.geocities.jp/nposnc/

●

●

●

パソコンの環境設定が出来る方、メールやインター
ネットの操作ができる方などパソコンの習熟度は問い
ません。勉強会を通して会員自らが技術の向上をめざ
しています。
ご興味がある方は下記までお問い合わせ下さい。
たちかわパソコン倶楽部
代表：岩間 iwama@mbj.nifty.com
ＵＲＬ:http://tachikawa̲pcc.at.infoseek.co.jp/

○▼買い物付き添いボランティアの募集▼○

曙町１丁目にお住まいの高齢者（８０歳）の買い物に
付き添ってくださるボランティアを募集しています。ご
本人は指先に力が入らないため、お一人での買い物が困
難になっています。一週間に一度ぐらいの頻度で駅ビル
◆たちかわパソコン倶楽部メンバー募集◆
学習とボランティアの会「たちかわパソコン倶楽部」で ぐらいまで出かけます。移動は車いすを使用し、時間は
は一緒に活動をしてくださるボランティアを募集していま 一回２時間程度です。日程についてはお互いの都合で調
す。パソコンの相談会での相談員や勉強会の企画運営、そ 整したいと思っています。月に一度でも可能であればぜ
ひ下記までご連絡を！
の他会の運営などできることを一緒に活動しませんか？
堀江 孝子民生委員 TEL/FAX 042-523-3919
●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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●

●

●

ひと・モノ・募集②

◆ふれあいマーケットボランティア募集
ふれあいマーケットとは近隣に住む在日外国人と地域
の人々の交流、活動形態の違う様々な団体相互のネット
ワーク、来場者も含め参加者同志の交流の場を目指して
います。

●

●

●

◆ボランティア募集
明るく清潔なお年よりの暮らしに毎週のシーツ交換
は欠かせません。
ごく簡単な作業内容ですが、職員が丁寧に手順をお教
えします。多少体力を要しますが、何よりもほしいのはあ
なたの笑顔です。お申し出をお待ちしています。

○日時 ２００３年１１月３０日（日）
シーツ交換援助
○曜日及び時間：毎週火曜日 ９：３０〜１１：００
○活動場所：至誠特別養護老人ホーム
○募集人員：６〜１０名ほど
（個人でもグループでも結構です）
○連絡先（担当：佐藤・影谷）
高齢者総合福祉施設 至誠ホーム
〒190-0022
立川市錦町６−２８−１５
ＴＥＬ 042-527-0035
ＦＡＸ 042-527-2646

○場所 立川市柴崎町中央公園
○ボランティア内容：甘味処出店
※おしるこ、甘酒、みそ田楽、抹茶作ります。
当日までの準備
１１月２９日（土）会場作り、買い出し
１１月３０日（日）当日
○お問い合わせ
０９０−５９９６−４１１４（吉本）
Ｅｍａｉｌ rms-108-yossy@docomo.ne.jp

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

■◇■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。
○ 日時：１１／１９（土）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）
○ 日時：１１／２６（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

徒然トピックス ●活動拠点について
市民活動を行う上で活動の拠点をどこに置くのかで頭を悩
ませることがあります。地域から始まった活動であれば、幸いなことに立川市には各地域に市民が活動を行うためのスペース
が多くあります。市内６つの公民館、１１の学習等共用施設など、しかし団体によっては利用料は徴収されるなどの他、その
場所に事務所機能を持たせることはほぼ不可能です。都内では学校の廃校を利用して活動の拠点としているＮＰＯなど増
えてきました。もちろん一つの区内に３００ものＮＰＯ、ＮＧＯが存在している自治体とは状況が違います。立川ではＮＰＯの
認証を受けた団体が３０団体ほど。商店街の空き店舗対策などで家賃補助を期限付きで受けているところもありますが、い
づれは家賃を捻出する必要があります。市役所の移転などや学校の統廃合など、立川での跡地利用も幾つか議論が始
まっています。立川でもより市民活動が豊かになるように活動拠点の確保については見守っていきたいと思います。

●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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●

●

●

助成金情報

●

●

●

以上活動している団体。ただし社会福祉協議会など
の支援団体は除きます。
○助成対象: 建物、設備、什器備品等の有形固定資
産の購入又は修繕にかかる経費。行事費や日常の活
動にかかる経費、動植物、賃貸物件の改修、保繕な
どは助成対象としない。
○助成金額: 30万円〜100万円(1件)
○助成先の決定基準:
(1)公的な援助が少なく経済的な支援が必要な団
体で、助成金を積極的に活用できる団体
(2)原則として過去助成を行っていない団体
■申込み方法:
(1)助成を希望する団体は、直接下記事務局に電話連
絡をする。
(2) 当会より送付する「助成金申し込み要領」を読
み、同封の「助成金申込書」に必要書類を添付し当
会事務局に送付。
■申込み締切: 11月30日(日)
◆主催・問合せ・申込み先:
社会福祉法人 新日本友の会(担当: 山田敦子)
〒108-8005東京都港区港南1-8-15 Wビル17F
TEL: 03-5495-2784 FAX: 03-5495-2785

◆キリン福祉財団 平成16年度公募助成
次代を担う子ども達の健全な育成について、地域
社会でのボランティアによる支え合いの仕組みを創
り、支援する施策の責務の一端を負うべく以下の通
り助成を行います。テーマは昨年と同様「地域にお
ける子育て支援ボランティア活動」となります。
○対象団体: 地域福祉活動を目的とする民間団体
で、法人格の有無は不問。
○対象事業:
地域、子育て、ボランティア活動がキーワードと
なります。
※次に該当する場合は、「対象外」とします。
職員の人件費、事務所の家賃、備品・機器の購入
等、組織運営のための経常的費用。専門家グループ
委託によるコンサート、演劇などの開催費。外部委
託が著しいコーディネーター的事業。
○助成期間: 平成16年4月〜平成17年3月 (単年度事業
とします)
○助成金額: 1件 (一団体) 当りの上限額 30万円 (総
額 2,000万円)
■選考方法・発表 :
弊財団の選考委員会において選考を行ない、結果
は平成16年3月下旬までに申込団体すべてに文書にて
ご通知します。なお、選考の経過及び内容はお知ら
せできませんので、予めご了承下さい。
助成開始時期は、平成16年4月下旬以降となります。
■応募方法:「公募助成申込書」(3枚) に必要事項記
入・捺印のうえ、添付書類と共に弊財団事務局宛に
郵送下さい。なお郵送いただいた書類等の返却はで
きませんので、予めご了承下さい。
公募助成申込書類一式は、下記ホームページから
ダウンロードできます。
■提出締切:平成15年12月1日(月)(当日消印有効)
◆主催・問合せ・申込み先:
財団法人 キリン福祉財団事務局
〒104-8288 東京都中央区新川2丁目10番1号
TEL: 03-5540-3522 FAX: 03-5540-3525
http://www.kirin.co.jp/foundation

◆芸術文化振興基金の募集について
地域に根ざした文化活動や広く国民が参加する文
化活動を支援します。
■助成対象：
我が国において行う、芸術、民俗芸能、生活文化
に関する公演・展示その他の活動において、日頃の
文化活動の成果を発表または公開する次のような活
動を対象とします。
＊５年以上の間隔を持って行われる周期的・記念
的な活動で、内容・規模において通例をしのぐ
もの。
＊外国の団体等を招聘して行うなどの国際交流
活動
＊他分野の活動を対象として公益的に行う活動
＊地域に根ざし又は国民の文化活動の促進に資する
特色ある活動
■助成額：助成金の要望額は自己負担金の範囲とし
ます。ただし、助成対象経費の２分の１以内の額と
します。
■提出期限：平成１５年１１月１２日（水）
■提出方法：東京都生活文化局文化振興部
企画調整課 担当 楠野まで直接持参。
■応募申請用紙：詳細についてはホームページをご
確認下さい。
芸術文化振興基金ホームページ
http://www.ntj.jac.go.jp/kikin/index.html

◆新日本友の会 2004年度助成
福祉サービスを必要とする者が、心身ともに健や
かに成長し、社会、経済、文化を含むあらゆる分野
の 活動に 参加す る機会を享 受で きると ともに、環
境、年齢あるいは心身の状況に応じ必要な福祉サー
ビスを総合的に受けることができるよう助成を行い
ます。
○助成対象団体: 身体障害者及び知的障害者の福祉
に関する事業を直接営む団体で原則として設立後1年

●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・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。
■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！＞＞市民活動センターたちかわ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://act.annex-tachikawa.com 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。

●編集後記●
ボランティアと学習の会「たちかわパソコン倶楽部」が受けた助
成金を使って、皆様が使えるパソコンをバージョンアップしてく
ださいました。現在、ウインドウズＭＥを１０台お預かりしていま
す。ちょっとしたパソコン講習会が行えるかもしれません。団体
が所有している財産を使わない時は他の団体に貸し出すこ
とで、立川の市民活動をより活発にしようとのご提案です。パ
ソコン倶楽部の皆様ありがとうございます。皆様の団体でもこ
れが貸し出せるというものがございましたら、空いている時間に
ご提供してみませんか？新たな出会いが生まれるかもしれま
せん。（し）

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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