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地域と個人の防災対策を始める
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来るぞ来るぞと言われて久しい関東地方の地震で
すが、防災対策については「特に時間を割いてまで考
えていない」という人がほとんどでしょうか？
一度マニュアルを作ってしまえば安心というもの
でもありませんが、漠然としていて何から手をつけ
たら良いものか・・？
地域の防災対策に焦点をあてて、その取り掛かり
を考えてみませんか？
※写真は阪神淡路大震災の時
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URL http://act.annex-tachikawa.com/
◆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。
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。北口バス停⑩⑪乗り場、富士見町2丁
目下車徒歩4分。立川市女性総合センターアイム前発く
るりんバス、南くるりん左回り乗車。『総合福祉センター
前』下車徒歩０分、平日は無料シャトルバスが立川駅北
口 バ ス ロ ー タ リ ー 交 番 前 よ り 9：50、10：30、11：10、
11：50、13：10、13：50、14：30に出ています。
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いなげや

個人と地域の防災対策を始める
になります。

ややこしい「防災対策」

市民活動センターたちかわ（社会福祉
協議会）の役割

現在、社会福祉協議会では地域福祉市民活動
計画を策定中です。そのために地域をいくつか
回り、懇談会を開催しましたが、どこの地域でも
必ず課題として出されるのが「防災」です。です
が、とても関心が高いにも関わらず、恒常的な取
り組みがされているところ（地域）はほとんどあ
りません。
「大切だ」という思いが実行に移され
るには、どうしたら良いのでしょうか？答えは
ひとつではありませんが、地域づくりと合わせ
て考えたいと思います。

ちなみに、当センターの役割は時間軸で見る
と２つの役割があると考えています。
ひとつは発災後数日以内に「災害ボランティ
アセンター」を立ち上げ、市外からのボラン
ティアや物資を市内各地域へ結びつけること
（市の防災マニュアルにも記載）。ふたつ目は、
発災以前に地域や個人の防災意識を高める啓
発活動を、他の団体とネットワークを作りなが
ら行うことです。発災時の訓練というより、健
全な危機感を育てあうのが目的です。自治会単
位でのワークショップ・啓発活動メニューの提
案や災害弱者対策などを一緒に考えていきた
いと考えています。

防災対策というと、考えるのをやめたくなる
ほど、視点が多岐に渡っています。例えば
①どの単位の対策か／家庭・企業・地域・行政・
学校・個人
②どういう状況か／朝・通勤通学中・勤務中・
夜・就寝中・買い物中・・・
さらにそれを時間の流れに分けると、
①発災以前 ②発災から数分 ③発災から数時
間 ④発災から1日 ・・・・・
防災対策はこれらの組み合わせに、有形無形の
必要な物・事を考えます。地域で行う防災訓練は
主に「発災直後から数日間の、地域住民同士が助
け合うための地域単位の計画である」などと、決
めることができます。各家庭での対策も大体発
災から数日間の想定ではないでしょうか。今皆
さんの頭にあるのは、どういう防災対策です
か？

※写真は当センター
主催「個人向け」の
啓発活動・・9月12
日（日）立川市防
災訓練の一角にて。
「帰宅困難者図上体
験訓練」のシミュレーションを通して、具体的な被災の様子
を具体的に考える事ができる。家族参加もあり好評だっ
た。協力はNPO法人危機管理対策機構。

防災対策と地域づくり・人づくり

社会資源の「交通整理」を

地域には色々な年齢や障害のある方、外国人
の方などが一緒に暮しています。防災の目的は
命や財産を守ることですから、すべての人が共
通して取り組めることでもあります。人間関係
が希薄な地域でも、防災の一点でつながりが再
構築できるのではないかと思います。当然それ
は発災時に力を発揮して被害を少なくするは
ずです。
新しいマンションと伝統的な地域では取り
掛かることも違いますが、次世代への社会教育
の場としても有効です。「人づくり３０年」と
いう言葉の通り、気の長い取り組みではありま
すが、知恵や力を貸してくれる団体もたくさん
ありますので、「ちょっと興味がある」だけで
も結構です。皆さんの地域の様子や災害に対す
る不安などをセンターにお寄せ下さい。

地域には防災対策に取り組む団体やグループ
があり、それぞれが独自に必要と思われる取り
組みをしています。各団体には得意とするもの
や目的、活躍するタイミングがありますが、それ
が整理されていない感があります。
「発災後1日くらいで地域での炊き出しなどに
力を発揮する団体」
「主にけが人の世話をする団
体で、3日後くらいから活動が可能」など社会資
源としてその強みを地域で共通認識にする機会
が欲しいところです。なぜなら強みや特長を認
識することで、逆に「地域で無理なこと・できな
いこと」、「行政との役割分担」などが見え、そ
のための効果的な取り組みを展開できるからで
す。
まずはこの交通整理から、自治会などでやっ
てみませんか。新しい社会資源を知るきっかけ

●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●

2

移送サービスガイドライン学習会が開催されました
11月12日、女性総合センターアイムにて移送サービ
スガイドライン学習会が開催されました。午後の部は
運営協議会を主宰する立場の行政職員向けに、夜の
部は移送サービスの担い手であるNPO法人やボラン
ティア市民活動団体など民間非営利団体向けに開催
し、多くの団体にご参加いただきました。
移送サービスは、障害者や高齢者など移動に制約
のある人の外出・送迎手段を確保しながら、地域生活
を支える存在として大きな役割を果たしており、都内で
も４６市区町村で約１８５団体が活動しています（東京
ハンディキャブ連絡会調べ）。
■「移動制約者」、立川の現状
まだ耳慣れない言葉ですが、様々な社会問題が絡
まり、「どこかに行きたい」または「行く必要があるのに
自分の力だけでは外出できない」という方々を「移動
制約者」と呼んでいます。
立川市は、他の福祉サービスは近隣市に比べ比較
的充実していると言われていますが、移送サービスに
ついては、障害のある人向けのサービス量は一定数
あるものの、高齢者向けのサービスは、まだまだ不足
している状況です。

■移送サービスガイドライン
自家用自動車（白ナンバー）での有償送迎サービス
は道路運送法第80条によって規制されており、障害者
や高齢者のニーズに必ずしも答えきれない現状があり
ます。そこで、サービスの必要性を認めていた国土交
通省は今回、ガイドラインを設けました。
ガイドラインにより、自治体が設置する運営協議会の
許可を得ることで、移送運送にかかる「特区」の申請を
しなくても、一定条件をクリアすれば、福祉目的の有償
サービスが認められるようになりました。料金は「タク
シーの概ね二分の一以下」と、利用者にとって安心して
使えるサービスの選択肢が増えたといえます。
■今後に向けての課題
運営協議会の設置に動いている自治体はまだ一部
のみ、ほとんどの自治体は取り組みが進んでいないの
が現状です。
また、移送サービスは福祉車両だけでなく、普通車
（セダン型）の需要も高いのですが、原則「特区」による
指定を受けた地区でしか認められていません。セダン
を使えないとやっていけいないという団体もあり、早急
の対応が求められています。
さらに詳しく知りたい方は・・

http://www.tokyo-handicab.net/
(東京ハンディキャブ連絡会)

「ここが知りたい移送サービス
パーフェクトガイド
『ガイドライン』解説書」
（法令資料編別冊）
定価2,000円（税別）
当日のNPO向けの学習会の様子

☆冬の体験ボランティア、参加者募集☆
中学生・高校生のみなさん、今年の冬休みの予
定はもう決まっていますか。
市民活動センターたちかわでは「夏！体験ボラ
ンティア」に続き「冬の体験ボランティア」を開
催いたします。
内容は、高齢者や障害のある方の施設を中心に
○車椅子利用者の介助
○クリスマス・年末年始のイベントのお手伝い
○趣味活動のお手伝い
・・など。
他にも準備中のプログラムがありますので、是
非市民活動センターたちかわまで御連絡くださ
い。お待ちしています。

活動期間：１２月２０日(月)〜２８日(火)
１月 ５日(水)〜１０月(月)
受付期間：１２月 ３日(金)〜１０日(金)
募集人数：５０名
対象
：市内在住・在学の中学生・高校生
（一部小学生の受け入れも可能）
参加費 ：無料。ただし、ボランティア保険に
未加入の方は５００円のプランに加入
して頂きます。
応募方法：当センターに直接お越し下さい。
（事前にご連絡頂けると助かります）

●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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情報コーナー■
〜イベント・講習・講座・ボランティア情報など〜

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。

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

●

●

●

ミニ講演講師 丸橋 和子氏(産婦人科医)
トークαトーク／岩室紳也医師VS丸橋和子医師
10代のからだを守るライフスキルを考える！
日時：12月8日(水)
受付開始18：00 開演18：30〜20：50
場所：錦町薬局６階
主催：特定医療法人社団建生会 立川相互病院
ティーンズセクシャルヘルスプロジェクト
参加費：無料
参加申込：FAXで住所､氏名､電話番号､勤務先､職種を
記入の上、下記までお申込みください。
問合せ：立川相互病院 医療福祉相談室
ソーシャルワーカー 杉田
TEL：042-525-2585 FAX：042-525-2302

おすすめ！
■第２回 不登校を考える立川の集い
不登校経験者から､その真っ最中の日々や､その後のお
話を伺い、また､不登校を実際に見守ったご家庭からも､
親の立場から様々な体験談をお話いただきます｡
質疑応答を含め､共に不登校を考えたいと思いますの
で､ご関心のある方は､是非ともご一緒にご参加下さい｡
日時：12月4日(土) 14：00〜16：00
場所：こぶし会館(立川市幸町5-83-1)
多摩都市モノレール砂川七番駅下車 徒歩2分
参加費：300円(資料代)
申込み：和みアカデミー TEL：042-535-6843(10〜18時)
共催：フリースペースなごみ(不登校を考える会)
立川市社会福祉協議会･市民活動センターたちかわ

■ハンガー・フリー・ワールド活動説明会
途上国の子どもの死亡原因第一位は？平均寿命38歳の
国はどこ？など、気になる飢餓・貧困の現状について分
かり やす く説明します。この 他、ハン ガー・フリー・
ワールド活動全般の説明やオススメボランティア情報も
ご紹介します。
日時：12月10日(金)､28日(火)､1月14日(金)､25日(火)
時間はいずれも19：00〜21：00
場所：ハンガー・フリー・ワールド事務所
定員：10名
参加費：無料(当日までに要予約)
連絡先：
特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド(担当：吉井)
〒102-0072 千代田区飯田橋3-11-24笹岡ビル3階
TEL：03-3261-4700 FAX：03-3261-4701
E-mail：hfwoffice@hungerfree.net
URL ： http://www.hungerfree.net/

おすすめ！
■平成16年度地域あんしんセンターたちかわ講演会①

ご存知ですか？「成年後見制度」
〜成年後見制度の概要について学びます〜
誰にでも訪れる可能性のある判断能力の低下｡成年後見
制度は､その後の生活を自分らしく送るための制度です｡
判断能力が不自由なために､財産侵害をうけないように､
預貯金の管理や相続･不動産に関する手続きなどの財産
面､ホームヘルプサービスなどの福祉サービス利用や施設
入所などの生活面をその人に代わって最善の方法を考え
て手続きするのが成年後見人です｡
自立した生活をいつまでも送ることができるように一
緒に考えましょう。
日時：12月13日(月) 18：30〜20：30 開場18：00
場所：立川市女性総合センター・アイム5階 第3学習室
講師：大山 美智子 弁護士
定員：先着70名まで（電話予約が必要）
参加費：無料
申込み･問合せ：
立川市社会福祉協議会・地域あんしんセンターたちかわ
TEL：042-529-8319 (受付時間 8：30 〜 17：15 )
FAX：042-529-8714 担当/比留間･丸山
E-mail：antachi@blu.m-net.ne.jp
URL：http://www.whi.m-net.ne.jp/~aiaics/

■シャプラニール・ボランティア入門講座
「国際協力・NGO活動に関心がある、でも何から始めた
らいいか分からない」そんな方にぴったりの講座です。
国 際 協 力 や NGO に つ い て 知 り た い、聞 い て み た い、
NGOのボランティア活動に参加したい、そんな方はぜひ
一度来てみてください。国際協力のこと、NGOのこと、
シャプラニールの活動のこと、じっくりお話します。人
数も少ないので、質問したり、いろいろ聞いてみたりす
ることもできます。NGOの活動に参加したい人には絶好
の機会です。
日時： 12月 11日(土）18日(土） 13:30〜15:30
場所： シャプラニール東京事務所(新宿区)
参加費： 500円（資料代）

■ティーン世代のからだの悩み
あなたは知っていますか？ティーンズに忍びよる性感
染症の危機！男の子の性の悩み。ティーンズを取りまく､
性の現状。
内容：講演講師 岩室 紳也氏(泌尿器科医)

●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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連絡先： 事務局担当 秋庭 akiba@shaplaneer.org
※必ず事前に予約して下さい。その際、希望する日程と
氏名を明記して下さい。

■ドキュメンタリー映画 こんばんは
内容：映画の舞台は東京都墨田区立文花中学校の夜間学
級。山田洋次監督の映画『学校』のモデルの一人でもあ
る見城慶和先生らが教壇に立っている。
そこには様々な理由で『普通に学ぶ機会』を得られな
かった人々が年齢・国籍に関係なく学んでいる。異年齢
間の交流、教師と生徒の温かい人間関係、そして受験競
争のための勉学ではなく、生きるために学ぶ真摯な姿。
不思議なやさしさと温かさに包まれた、今まで出会った
ことのないような学校があった----。
日時：2005年1月14日(金)
①昼上映 14：00〜(開場13：30)
②夜上映 19：00〜(開場18：30)
料金：各回 1,000円 (前売・TEL予約優先)
場所：立川市女性総合センター・アイム１Fホール
(JR立川駅北口徒歩５分)
予約･問合せ：共同作業所 柿の木カンパニー
TEL：042-523-2962 FAX：042-523-2034
主催：立川「こんばんは」上映実行委員会

■赤ちゃん対象講座

ママと赤ちゃんのふれあいビクス
赤ちゃんとお母さん・お父さんのスキンシップ♪
ちょっとひと息ティータイムつき！
日時：12月12日(土) 13：30〜15：00
場所：こぶし会館１階集会室
講師：伊藤公代先生
対象：首が座ってから12ヶ月くらいまでの赤ちゃん。
先着15組
参加費：1組300円
持ち物：床にひくバスタオル、汗拭き
服装：親子とも動きやすい格好
申し込み方法：12月5日までにFAX：531-5927
「子育ていれかわりたちかわり」山中まで

●

●

●

ひと・モノ・募集

●

●

●

※自家用車でご協力いただける方に限らせていただきま
す。
連絡・問合せ：
ＮＰＯ法人地域福祉サービス協会 担当：小林真理子
TEL：042-523-7026
E-mail：qqbm35z9k@eos.ocn.ne.jp
〒190-0022 立川市錦町1-23-2レジデンス錦102

■スタンドマイクを探しています
市民活動センターを利用しているボランティアグルー
プから、「スタンドマイクを探しています」という声が
届きました。主に老人ホームなどで音楽活動をしている
グループで「より分かりやすく音を届けたい」という思
いを持っています。マイク付きでなくても構いません。
提供が可能な方は市民活動センターまでご一報くださ
い。
TEL：042-529-8323 E-mail：aiaivc@whi.m-net.ne.jp

■ボランティア・ドライバー募集
高齢、疾病、障害等で歩行が困難な方に、車による移
動で通院や外出のお手伝いをするのが「サポートセン
ターＩＤＯ（イドー）」です。立川市を中心に病院や診
療所への送迎をやっています。現在、利用者さんは１０
０名を超え、毎月利用希望が増えています。一方でボラ
ンティアドライバーは１２名で慢性的に不足状態です。
この機会にボランティアとして手を貸していただける方
がいらっしゃいましたらぜひお願いします。
連絡・問合せ先：サポートセンターＩＤＯ
立川市幸町5-9-2 担当：築地
TEL:042-534-6718

■インターン募集
職種：回収(渉外･資金調達)事業担当
内容：書損じハガキ等の回収事業の企業･団体への
依頼･報告､届いたもののカウント･入力作業｡
人数：2名
期間：採用決定から半年以上(長期できる方希望)
条件：ハンガー･フリー･ワールドの活動に理解がある
方｡要パソコンスキル(Word&Excel)｡
待遇：無給､交通費支給(1日 1,000円以内)
勤務地：東京事務所(千代田区飯田橋)
勤務時間：月･水･金(10：00〜18：00)のうち16時間
応募方法：履歴書､志望動機を事務局まで郵送又は電子
メールにて送付｡書類審査後､面接｡
連絡先：NPO法人 ハンガー・フリー・ワールド(担当：吉井)
〒102-0072 千代田区飯田橋3-11-24笹岡ビル3階
TEL：03-3261-4700 FAX：03-3261-4701
E-mail：hfwoffice@hungerfree.net
URL：http://www.hungerfree.net/

■「ふれあい夕ごはん」配食ボランティア募集！
「ふれあい夕ごはん」のお弁当を高齢者宅へお届け
し、安否確認をして下さるボランティアを募集していま
す。ご自分のお車か自転車でお届けいただける方、夕方
１時間だけのボランティアです。
活動時間：毎週月・水・金の17：00〜18：00
活動地域：立川市錦町・羽衣町・柴崎町・富士見町
問合せ：至誠ホーム 担当：景谷（かげたに）・佐藤
TEL：042-527-0035
E-mail:kikaku@shisei.or.jp

■「配食サービス」配達ボランティア募集
『すこやか亭（配食サービス）』ではお弁当の配達ボ
ランティアを募集しています。
日時：毎週火曜日15：30〜16：30
配食数：ボランティア一人あたり10食程度
配達地域：立川市内

■書き損じ年賀はがきを集めています！
ストリートチルドレン支援に役立てるキャンペーンを
実施しています。現在、バングラデシュの首都ダッカに

●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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●年賀ハガキ送付先・問合せ先
〒169-8611新宿区西早稲田2-3-1早稲田奉仕園内
シャプラニール＝市民による海外協力の会 行
TEL：03-3202-7863 FAX：03-3202-4593
E-mail：sutenai@shaplaneer.org

は、路上に暮らす子どもたちが十数万人いると言われて
います。
●お送りいただけるはがきは未使用、書き損じの官製は
がき・年賀はがき (古くても新しくても) 構いません。ま
た、同時にお年玉付年賀はがきで当選した当り切手も集
めていますので、合わせてお送りください。
●

●

立川市社会福祉協議会ホームヘルパー募集

●

●

●

●

●

1000円
・生活援助
・身体介護
1600円
・交 通 費
360円（一日につき）
勤務曜日・日数・時間
①曜日 月曜日〜土曜日
②日数 週2日〜5日
③時間 8時〜18時
上記でお好きな曜日、日数、時間を選べます。
勤務地 立川市全域（地域希望優先）
時給

立川市社会協議会でいっしょに働いてくださるヘル
パーさんを募集します。以前に資格（2級ヘルパー、介護
福祉士、1級ヘルパー、看護師、准看護師）取得している
方で自信のない方、すっかり忘れてしまった方でも安心
して働けます。同行は、ベテランのコーディネーター
（サービス提供責任者）が慣れるまで丁寧に指導します。
またご近所やお知り合いで資格をお持ちの方がいらっ
しゃいましたらご紹介ください。
福利厚生完備
・有給休暇
・健康診断・インフルエンザ接種
・研修制度の充実 ・労働災害・民間保険の充実
・ユニホーム貸与 ・支給（ゴム手袋、マスク 等）
●

●

連絡先

助成金情報

「地域における子育て支援ボランティア活動」

立川市社会福祉協議会ホームヘルプサービス
TEL：042-540-0821 須崎 伸子
●

●

●

募集時期： 随時〜5月 ／ 〜1月
選考方法： 配分委員会の審査を経て、理事会・評議員
会の決定。
助成金額： ［合計］ 50,000千円
申込先：東京都共同募金会
〒100-0005
東京都千代田区丸の内3-2-2
東京商工会議所ビル内
TEL：03-3214-5941 FAX：03-3214-5943
URL：http://www.tokyo-akaihane.or.jp/

内容/対象： 「地域における子育て支援ボランティア活
動」。ただし、次に該当する費用は除く。(1)団体職員の
人件費、団体事務所の家賃等の経費、団体の維持に必要
な機材・設備の購入経費。(2)専門家グループへの委託に
よるコンサート・演劇などの開催費。(3)同じ事業内容で
行政、他財団などから重複して助成が決定した場合の事
業予算との差額。
募
集： 《公募》
応募制限： 無制限/市民団体可
※福祉を目的とする民間団体(法人格の有無は問わない)。
募集時期： 10月10日〜12月9日
決定時期： 3月下旬
助成期間： 1年間（4月1日から3月31日まで）
選考方法： 選考委員会で選考し、理事会で決定。
助成件数： 100件
助成金額： ［最大］ 300千円
［合計］ 20,000千円
申込先：キリン福祉財団
〒104-8288 東京都中央区新川2-10-1
キリン本社ビル2F
TEL：03-5540-3522 FAX：03-5540-3525
URL：http://www.kirin.co.jp/foundation

■ボランティア・市民活動支援総合基金「ゆめ応援ファンド」
内容/対象： 東京都内におけるボランティア・市民活動
の開発、発展を通じて市民社会の創造をめざすために、
地域住民や民間団体のおよびボランティア・市民活動に
対し、必要な資金の助成を行う。
募
集： 《公募》
応募制限： 市民団体可/地域制限（東京都）
※東京都内で活動しているボランティア・市民活動団
体、民間ボランティア・市民活動推進機関が対象。
募集時期： 12月中旬〜1月末日
決定時期： 3月中旬
助成期間： 4月以降
選考方法： 配分委員会で審査の上、決定する。
助成件数： 32件
助成金額： ［最大］ 500千円
［合計］ 6,367千円
注：1件当たり限度額は1,000千円。本助成事務取扱は
東京ボランティア・市民活動センターで行う。
申込先：東京都社会福祉協議会
〒162-0823東京都新宿区神楽河岸1-1
TEL：03-3235-1171 FAX：03-3235-0050
URL：http://www.tvac.or.jp

東京都共同募金会
内容/対象： 従来共同募金の配分対象となっていない開
拓的地域福祉事業に対する配分。対象は、民間社会福祉
団体で、申請事業計画が具体的で、実施が確実と見込ま
れる活動、ボランティア活動等では、社協等に登録され
たボランティアによるもので公共性の高い活動。
募
集： 《公募》
応募制限： 無制限/在日外国人可/市民団体可/地域制限
（東京都）

●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
報告！

より

ふれあいまーけっと

１１月７日 (日)、柴崎中央公園にてふれあいまーけっとが開催されました。立川には色々な国の方が一緒に生活し
ていることを知ってもらいたいという気持ちで、北朝鮮、韓国、ネパール、日本
各国の団体が参加しました。
各国の民族料理、民族衣装を来て写真撮影のコーナーが出店されました。
ステージでは毎年恒例の朝鮮学校の生徒のみなさんの華麗な踊り、今年で
三回目の参加のあづま囃子連の勇猛な舞踊り、そして、大日本物好き交響楽
団によるアジアの楽器を使って世界に一つだけの花などの演奏が行なわれ
ました。
当日の収益金は新潟中越地震への義援金に寄付されました。

開催！

高次脳機能障害の家族交流会
ご家族が交通事故や脳疾患の後遺症により記憶力、集中力が低下するほか、怒りっぽくなる、欲求を抑えること
が難しくなる、コミュニケーションをうまく取ることができないなどが生じ、お困りになっている方が増えています。そこ
で保健師の方を交えた家族交流会を開催いたします。この会は日常の悩みや不安などを話し合いをしながら一緒
に解決したり、情報交換を行ったりしていこうというものです。参加をご希望される方は下記に問合せの上ご参加く
ださい。
○日時 平成16年12月11日（土） １３時30分から15時30分
○場所 立川市総合福祉センター 2階
○お問合せ・お申込み先 市民活動センターたちかわ ℡０４２-５２９−８３２３
○主催 立川市社会福祉協議会

☆NPO・ボランティアのための団体運営ノウハウ相談 ☆ＮＰＯ法人設立ガイダンス
実際にＮＰＯ法人として活動している団体が運営について

NPOに興味はあるけど難しそう・・・そんなあなたもお気軽に
ご参加ください。ＮＰＯ法人の設立に関心のある方向けです。
ＮＰＯ法の解説・法人化の意義・設立のために必要な事務な
どわかりやすくお話します。
事前に市民活動センターまでご予約ください。定員２０名。

個別にご相談にのります。
事前に市民活動センターまで電話かﾒｰﾙでご連絡下さい。
相談日時は調整させていただきます。
ご予約の際は、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）
回答に資料準備や調査が必要になる場合、相談日の後に
回答をさせて頂くこともあります。
協力：市民活動サポートセンター・アンティ多摩

ホームページ「市民活動WEBたちかわ」
登録団体はホーム
ページのシステムを無
料でご利用いただけ
ます。講座のお知らせ
など自由な更新が可
能となっております。ぜ
ひご利用を。

日時：平成１６年１２月２２日（水） １９：００−２１：００
会場：立川市女性総合センター・アイム５Ｆ 第２学習室
立川市曙町2-36-2

市民活動センターに登録しませんか？
市民活動センターたちかわの登録団体になりませんか？
登録していただくと市民活動センターの広報媒体を使い広く市
民のみなさまに活動を広報できるほか、団体として貸室の予約が
早く申し込める、印刷機が安く使用することが出来るなどのメリット
もあります。毎年4月の更新です。
登録のご希望は市民活動センターまでご連絡ください。
Tel 042-529-8323 Fax 042-529-8714
Email aiaivc@whi.m-net.ne.jp

●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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ご協力ありがとうございます！

■『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・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・レストランサラ・東京ボランティア・市民活動センター
◆一部地域に新聞折込をしていただいています◆
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り込みにて配布されます。（栄町・高松町・曙町の一部）
■そのほか『市民活動センター・たちかわ通信』を読むには・・
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登録団体となる！＞＞登録グループには無料にて5部を上限として郵送させていただいております。

市民活動センターたちかわのお薦め活用法
こ

★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
・ボランティアルームふじみ（立川市総合福祉センター内）
・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）
・事務所前のスペース（活動センター前）
※ 活動センター前では無線でインターネットがご使用になれます。
■お申し込み方法
事前にお電話か来所にてお申し込みください。先着順とさせていただきます。
（登録グループは優先予約あり）

備品の貸し出しについて

■貸し出し機材について
・ Ａ１拡大コピー機が好評です。パソコンでの入力も可能です。
Ａ４サイズをＡ１サイズに拡大した場合の料金は１００円となります。
・印刷機の空き状況はご確認ください。大量使用は必ず事前にご予約ください。
利用料金は､製版代１枚あたり５０円。インク代は４９９枚まで無料。それ以降は
５００枚毎に１００円いただきます。(登録グループは９９９枚までが無料)
※ そのほかの貸し出し物品については利用案内・ホームページを御覧下さい。
■お申し込み方法
事前にお電話か来所にてお申し込みください。先着順とさせていただきます。

保険の加入について

■「ボランティア保険」「行事保険」の受付しています。
保険料や各プランの内容など、詳細はお問い合わせください。
※ 行事保険の保険料については行事の開催前に、郵便局での振込が必要とな
ります。振込用紙をお渡しいたしますので事前にご来所下さい。
■お申し込み方法
お申込みは当センター及び社協あいあいステーションでも受付けております。(営
業時間は伊勢丹立川店の営業日で、10:00〜18:00。年末年始は変更あり。)

●編集後記●

今年は何と自

然災害が多かっ

た１年か︒他山

この立川にも東

の石ではない︒

京にもいつ自然

が猛威を振るう

かわからない︒

師走の慌ただし

い中︑地域での

支えあい︑助け

合いを︑今一度
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考えて

)

立川市内を中心に活動されている団体の情報
がホームぺージや「登録グループ紹介ＢＯＯＫ」
で見ることができます。ぜひ、ご覧下さい！

みたい︒

奥(

今月までに登録された団体は112団体★

