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掲載しています。掲載されている情報に関して
は直接団体へお問合せください。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。掲載ご希望の方は市民活
動センターたちかわまでご連絡ください。
●

●

●

イベント・講習・講座

●

●

■養育家庭体験発表会のご案内

センター助成

■第3回

●

教師の立場から｢地獄への道は

善意の絨毯で敷き詰められている｣
音声による講演ですが、日本手話通訳が付きます
ので、ろう者の方もぜひご参加ください！
お願い…講演中のビデオ・カメラ・携帯カメラでの
撮影、ボイスレコーダー録音などはご遠慮くださ
い。お問い合わせは事務局まで。
日時：10月15日(土)10：00〜 9：30受付開始
場所：立川市女性総合センターアイム１Ｆホール
講師：田中 倫子 氏／日本手話通訳：田中 清 氏
定員：80名(先着順)※事前申込みはありません
会費：500円
交流会：講演後に交流会を行います(12：00〜)
詳細は当日、会場にてお知らせします。
問合せ：立川手話友の会 事務局 (渡部真理子)
FAX 042-529-5922

■第1回もやい特別講座
ホームレス問題とは何か
野宿者 (ホームレス) 問題に関わって10年｡＜もや
い＞が発足して4年｡野宿者問題や貧困問題について
の関心が広がる一方で､｢自分に何ができるか？｣｢ど
う考えたらいいのか？｣という疑問の声もしばしば
耳にする様になりました｡貧富の格差が広がる中､こ
の問題はますます深刻かつ重要になっています｡現
場での実践を通じてつかみ取ってきた成果と見えて
きた課題をお伝えします｡真剣に考えているみなさ
んのご参加をお待ちしています｡
日時：10月2日(日) 9：20〜17：00(開場9：00)
場所：東京ボランティア・市民活動センター 会議室
A・B（http://www.tvac.or.jp/）
参加費：一般8,500円／学生5,000円(先着50名)
当日受付にてお支払いください｡
申込・問合せ：
Fax､E-mail､お電話にてお申込みください｡お名
前､ご住所､お電話番号､所属を記載の上､Fax｡
Fax : 03-3266-5744 E-mail : info@moyai.net
Tel：03-3266-5744(毎週火曜日11：00〜21：00)
もやい事務局･担当：岩田
Tel：080-3022-4422 担当：湯浅
主催：NPO法人自立生活サポートセンター･もやい

東京都ではさまざまな事情で親と離れて暮らしている
子どもたちが大勢います｡こうした子どもたちの多くが
施設で生活しています｡都ではひとりでも多くの子ども
たちが｢家庭｣の中で育つことができるよう､｢養育家庭制
度｣を推進しています｡この制度に関心のある方はもちろ
ん､今子育て中の方､福祉に関心のある方など多くの方々
の参加をお待ちしています。
日時：10月6日(木) 13：30〜
場所：アミューたちかわ 小ホール
内容：養育家庭さんの子育て体験発表
養育家庭制度についての説明
質疑応答
参加費：無料
申込･問合せ：
東京都立川市児童相談所
Tel： 523-1321
立川市子ども家庭支援センター Tel： 528-6871
■「カウンセリング無料講習会」

『前向きに生きるために！』この講演では､新しいラ
イフカウンセリングの考え方をテーマにして､不登校､子
育ての悩み､離婚､親子･夫婦･人間関係等の家庭内の問題
を改善する上で､生活の中で簡単に応用できるカウンセ
リングの知識について優しく解説します｡実際に今何か
悩みを抱えている方や､いろいろな相談に携わっている
方も是非ご参加いただければ､新しい見かたが発見でき
るものと思います｡
日時：10月14日(金)10：00〜12：00
要予約（定員50名まで）
場所：立川市民会館(アミュー立川)
地下サブホールにて（立川市錦町3-3-20）
※「家庭内の問題」
無料相談会 13：00〜(要予約12名まで）
問合せ：
NPO法人ライブリー カウンセリングルーム立川
Tel：042-548-4456（坂田まで）

■視覚障害者

ガイドヘルパー養成講座のご案内
第5回 視覚障害者移動介護従業者養成研修
日程：
①10月14日(金) 9：30〜16：00 開校式・講義
②10月17日(月)10：00〜16：00 実技演習
③10月20日(木)10：00〜16：30 実技応用･まとめ
定員：40名
資格：介護福祉士及びヘルパー(1〜3級)資格者
受講料：12,500円(テキスト代含む､税込み)
会場：
地域保健企画ビル6階研修室(立川市錦町1-17-15)
実技演習はデパート、医療機関、市役所、図書
館、市民会館等交通機関の乗降訓練は立川バス、
ＪＲ立川駅､タクシーで行います。
申込･問合せ：地域福祉サービス協会
立川市錦町1-23-2レジデンス錦102
Tel&Fax 042-525-4801(担当：徳田 道子)
E-mail：qqbm35z9k@eos.ocn.ne.jp

■介護予防･熟年男性料理教室 ｢既製品を活用
して栄養バランスの良い料理を作ろう｣
熟年男性を対象として料理教室 (既製品活用コー
ス)を実施します｡炊き込みご飯や鳥のから揚げなど､
既製品に一手間かけることで簡単にできる料理を学
び､調理実習後に昼食として召し上がって頂きます｡
日時：10月28日(金)
10：00〜13：30
場所：幸公民館(調理実習室)
対象者：熟年男性
費用：450円(材料費)
※当日受付の際に
集めさせて頂きます｡
持ち物：白米1合・エプロン
講師：折茂喜紗子氏
(至誠キートスホーム･管理栄養士)
定員：16名(先着順)
申込み：電話又はFAXにて､郵便番号･住所･氏名･電話
番号･職業をご記入の上､下記までお申込みくださ
い｡折り返し受講票をお送り致します｡
〒190-0002 立川市幸町4-14-1
立川市至誠キートス在宅介護支援センター(主催)
至誠キートスホーム･ヘルパーステーション(協力)
Tel：042-538-2321 Fax : 042-538-1302

■第11回 福生学園･福生あらたま寮
開設記念学園祭
舞台発表､よさこいソーラン節､福東町会お神輿､
喫茶コーナー､作品展示､模擬店､バザーなどが行わ
れます｡テーマは､｢福生楽園〜パラダイス〜｣｡
★ボランティアさん募集★
※詳細は担当：直井までお願いします｡
日時：10月23日(日) 10：00〜14：30 雨天決行

場所：福生学園内特設会場 (福生市熊川1600-2)
参加費：入場無料
申込み・問合せ：
社会福祉法人 あすは会
(知的障害者施設 福生学園
知的障害者生活寮 福生あらたま寮)
Tel：042-530-6936(担当：三田村･長谷川)

■ 親が変われば子も変わる〜再発防止のための
よりよいコミュニケーションをつくる〜
講演会の講師をお願いした高森先生は、どうしても上
手くいかない親子の関係を劇的に変えてしまう対応方法
を全国で伝授しています｡｢一切の治療を拒否していた息
子が治療を受けるようになった｣とか｢会話すら成立しな
かった娘との関係が良くなった｣と言う話が次から次へ
と飛び出してきます｡その秘訣は誰にでもできるコミュ
ニケーションの方法を学んで実際にやってみることで
す｡親が変われば家族の状況はがらりと変わります｡ぜ
ひ､ご夫婦でご参加ください｡相手の気持ちを受け止め､
そして自分の気持ちを伝えるにはどうしたらよいかしっ
かり学びましょう｡
講師：高森 信子先生（SSTリーダー）
日時：11月5日(土) 14：00〜16：00（開場13：30）
場所：幸公民館第1教室（定員：50名）
対象：精神障害の方のご家族・一般市民
参加費：無料（当日直接会場にお越しください。）
主 催：立川麦の会（立川精神障害者家族会）
後 援：立川市､立川市教育委員会､立川市社会福祉協議
会､東京都多摩立川保健所､立川市障害者後援会､自立生
活センター･立川､社会福祉法人多摩棕櫚亭協会、共同作
業所「柿の木カンパニー｣､共同作業所｢マーキー｣
問合せ：Tel：042-537-3905
（立川麦の会会長 真壁博美）

■地域巡回医療福祉相談会
病気や怪我などで、心配や不安はありませんか？普段
は病院で勤務している医療ソーシャルワーカーが、皆様
からのご相談をお待ちしております。お申し込み不要、費
用無料、秘密厳守ですのでお気軽にお越しください。ま
た、講演会では、療養型病院で勤務し、在宅リハビリも
行っている理学療法士が『高齢者のリハビリ』についてご
説明いたします。皆様是非ともお誘い合わせの上、ご来場
ください。
日時：11月13日（日）10：00〜15：00
場所：立川市中央公民館 第2教室（柴崎町1-1-43）
駐車スペースの関係上、なるべく車以外の交通
手段をお使いください。
参加費：無料
申込・問合せ：
東京都医療社会事業協会
Tel：03-5272-4732

■創価大学手話サークル
スピーチコンテスト開催
スピーチテーマ
『私にとっての手話とは…』。今までの人生の中で､
手話やろう文化などを通して得たことや
感じたこと､自分自身の中で変わったこと､手話を始
めたきっかけ､これからの展望等｡
日時：10月30日(日) 12：30開場 13：00開始
場 所：創価 大学 学生ホール 3階 多目的ホー ル
※終了後､交流会を予定｡途中参加OK！会費500円
問合せ：創価大学 学友会 Mission Hands
〒192-8577 八王子市丹木町1-236
E-mail：e0301661@soka.ac.jp(代表：藤吉)
■キートスデイ・ホームコンサート

〜日本の歌とタンゴの調べ〜のご案内
｢椰子の実｣｢浜千鳥｣｢見上げてごらん夜の星を｣｢ビ
ヤ樽ポルカ｣｢魅惑のワルツ｣｢ラ・クンパルシータ｣
など､日本の懐かしい歌やタンゴをお楽しみ下さい｡
日時：10月29日(日) 14：00〜15：30
●

●

●

費用：無料
会場：至誠キートスホーム・1階デイ食堂
主催：至誠キートスデイサービスセンター
(立川市幸町4-14-1)
申込：Tel：042-538-2323 Fax： 042-538-2324
(担当：栗原、藤井)

■おもちゃ図書館キートス
赤ちゃんからお年寄りまで､どなたでも参加できます｡
色んなおもちゃで遊びましょう！おもちゃ図書館ボラン
ティアさんが会場で待ってます｡事前申込みは必要あり
ません｡直接会場においで下さい｡
日時：10月16日(日)･11月20日(日)･12月11日(日)
各日13：30より
場所：至誠キートスホーム 1階あおぞら広場
参加費：無料
申込・問合せ：
至誠キートスホーム(立川市幸町4-14-1)
Tel：042-538-2323 Fax : 042-538-2324
担当：西原･渡辺

ひと・モノ・募集

■東京小児療育病院・

みどり愛育園バザーボランティアのお願い
前日･当日のいずれかもしくはその間の短時間で
も結構です。ご協力をお願いいたします！
(1)10月29日(土)9：00〜12：00
内容：会場設営(テント張り･商品搬入等)
(2)10月30日(日)8：00〜16：00
内容：商品陳列・販売と終了後の後片付け
※終了後､ささやかな打ち上げを行いますので、ご
参加下さい｡ご協力いただける方は事前にご連絡下
さい｡
問合せ：東京小児療育病院 (担当：総務部 高野)
武蔵村山市学園4-10-1
Tel：042-561-2521 Fax：042-566-3753

■「D−秋葉原テンポラリー」ミュージアム
・ ボランティア参加者募集
｢D−秋葉原テンポラリー｣とは､秋葉原地区におい
て廃校となった旧千代田練成中学校の校舎をよみが
えらせて運営する､期間限定のミュージアムです｡こ
の展覧会の運営をお手伝いしていただけるボラン
ティアの方を募集しております｡ミュージアム運営
に興味がある方､アートやデザインが好きな方､友達
を作りたい方など､資格や経験は一切問いません｡な
お､ボランティアに参加いただいた方には､勤務時間
に合わせてオリジナルグッズをプレゼント予定！参
加ご希望の方は､E-mail又は電話にてご連絡くださ
い。「ジ ャン・プ ルーヴ ェ 展：機械 仕 掛けの モ ダ
ン・デザイン｣｢スモール＆ビューティフル：スイス
デザインの現在｣
期間：開催終了後10月末まで (10月23日開催終了)
場所：D−秋葉原テンポラリー内
条件：最低5日以上(30時間)働ける方歓迎

●

●

●

業務内容：会場の設営、搬入 (ドイツ人やスイス人の設
営スタッフとの共同作業です)・展覧会運営 (会場の監視
と誘導係･･･Dogを連れて歩いてもらいます)等
手 当：一律3,000円(交通費、昼食代分として)
問合せ：
D−秋葉原実行委員会 事務局
ボランティア担当： 小川、岡元、清水
〒108-0073 港区三田3-4-1
MINATOインキュベーションセンター304
Tel：03-3453-2838 E-mail : info@d-akihabara.jp

■子どもたちのおもちゃ・
バザーの品物のご寄付をお願いします！
知的障害をもつこどもたちの放課後や休日の地域での
活動を行っています｡運営費補助のために10月16日 (日)
に大きなバザーを予定しています。そのためのお品物の
ご寄付､または子どもたちが遊ぶためのおもちゃのご寄
付をお願いします｡※活動中は電話に出ることができな
いこともありますので､Fax・E-mail・留守電に連絡先
を入れてください｡おり返しお電話させていただきます｡
ご寄付いただきたいもの
◇日用品 (タオル､石鹸､シーツ類､靴などなんでも) ◇
おもちゃ(ぬいぐるみ含む)
◇洋服 (特に子ども服大歓迎｡大人服の場合は新品または
新品に近いもの) ◇本、ビデオ、CD…etc.
送付先：上記連絡先にお問合せください｡送付先をお教
えします｡葛飾区内なら車でお伺いすることも出来ます｡
締切り：10月12日ごろまでにお願いします。
主催・問合せ先：
NPO法人風の子会かつしか風の子クラブ
Tel＆Fax : 03-3600-0701
E-mail : katsushika_kazenoko_club@yahoo.co.jp

●

●

●

助成情報

●

●

●

助成情報は下記のホームページなどもご参考に・・・
東京ボランティア・市民活動センター
ＵＲＬ : http://www.tvac.or.jp
シーズ=市民活動を支える制度をつくる会
ＵＲＬ : http://www.npoweb.jp/
■平成18年度(第12回)

キリン福祉財団公募事業のお知らせ
公募テーマ：
｢地域における子育て支援ボランティア活動」
募集期間：11月22日(火) （当日消印有効）
募集方法：指定の公募助成申込書に記入･捺印の上
財団事務局宛に郵送｡なお､公募助成申込書類一式
は､ホームページからダウンロードできます。
問合せ： (財) キリン福祉財団事務局
〒104-8288 東京都中央区新川2-10-1
Tel：03-5540-3522
Fax：03-5540-3525
ホームページ http://www.kirin.co.jp/foundation

■特定非営利活動法人
イーパーツ リユースパソコン寄贈プログラム
助成：1回の公募で約40台の寄贈を予定
(1団体につき上限10台)｡
ＰＣ：セルロン600MHzクラス以上のリユースパソ
コン(デスクトップ型及びノート型を選択できます)
●

●

●

ＯＳ：Windows 2000 または Windows Me
アプリケーション：
Office 2000 professional, Norton AntiVirus 2003
※ノート型PCの在庫が不足しています｡寄贈が決定した
場合でも､到着まで4ヶ月以上お待ちいただく可能性があ
ります｡ノート型パソコンの寄贈を希望される方は､この
点あらかじめご了承ください｡
対象：公益性をもつ活動 (ボランティア活動など) を行
い､予算等の諸事業により情報化が遅れている団体｡
応募期間：毎回偶数月(2月､4月､6月､10月､12月)10日
締め切り､合計6回を予定｡
※申請はいつでもできます｡
※上記の締切り日内に届いた申請書類をその回の審査対
象とします｡(締切日当日消印有効)
問合せ：
NPO法人 イーパーツ
〒154-0024世田谷区三軒茶屋1-17-4メゾンクロニア307
Tel＆Fax：03-5481-7369E-mail：info@eparts-jp.org
URL : http://www.eparts-jp.org/

災害支援情報

●

●

●

災害支援では､その時･その場所での必要な人材や物品があります。刻一刻と変わる情報をチェックし､各団体に
お問合せください｡下記の情報はその一部です｡ご参考にしていただければと思います｡
東京ボランティア･市民活動センター
■台風14号にともなう災害支援の状況
（2005年9月10日17:00現在の情報です）

宮崎市災害ボランティア本部
http://www.miyazaki-npocenter.jp/saigaikyuen/
saigaikyuen.htm
宮崎県災害ボランティアセンター
http://www.mkensha.or.jp/ 。
鹿児島県社会福祉協議会
http://www.kaken-shakyo.jp/
山口県社会福祉協議会
http://www.yamaguchikensyakyo.jp/
義援金の募集状況
◇宮崎県共同募金会「宮崎県台風14号被害義援金」
〔期間〕10月7日（金） まで
〔郵便口座〕口座番号：01720-8-24608 /
口座名義：社会福祉法人宮崎県共同募金会
通信欄に｢宮崎県台風14号被害義援金｣と記載して
ください｡(現金書留でご協力の際は宛名のところ
に｢救助用｣と明記してください｡)
〔送付先住所〕〒880-8515 宮崎市原町2-22
宮崎県福祉総合センター本館 宮崎県共同募金会
◇日本赤十字社「宮崎県台風14号被害義援金」
http://www.jrc.or.jp/
〔期間〕10月7日（金） まで
〔郵便口座〕口座番号：01790-8-24599

http://www.tvac.or.jp/

口座名義:日本赤十字社宮崎県支部
通信欄にかならず「宮崎県台風14号被害」と記
載してください。 郵便局窓口での取扱いの場合､
振替手数料は免除されます。
■アメリカ南部ハリケーン災害支援情報
(2005年9月9日17:00現在の情報です。)

義援金募集中の団体（日本国内）
○オンライン寄付サイト『GambaNPO.net』
http://www.gambanpo.net
(運営：特定非営利活動法人 パブリックリソースセン
ター)現地で活動する日本のNGOへの募金｡
○NPO法人ピース ウィンズ・ジャパン
http://www.peace-winds.org/
9月7日よりスタッフを派遣し､提携関係にあるNGOと
協力しながら現地で支援活動を行っている｡よせられた
義援金は､現地での支援活動に活用される｡
○NPO法人AMDA(国連医療NGO)
http://www.amda.or.jp/
○日本赤十字社 http://www.jrc.or.jp/
○NHK /NHK厚生文化事業団
http://www.nhk.or.jp/nhkvnet/
○日本災害救援ボランティアネットワーク
http://www.nvnad.or.jp/
翻訳ボランティア (現地の活動状況に情報和訳) も募集
中｡詳細はホームページを参照のこと｡

★☆★

第5回市民おもしろ大学のお知らせ

★☆★

テーマ：砂川の歴史・地域づくりの今昔
講 師：豊泉喜一さん
砂川の歴史や玉川上水の自然をよく知り、自治会や子ども会など
地域の活動にも積極的な豊泉さんを講師に迎え、砂川の風習や自然
と地域社会の今昔をお話いただきます。
日 時：10月8日(土) 14：00〜15：30
場 所：総合福祉センター2階 視聴覚室
参加費：無料（要電話申込み）
申込み・問合せ：市民活動センターたちかわ
市民おもしろ大学は、多様な生き方、価値観をもつ立川市民を講師に招き、市民が共に学び、交流す
ることによって、豊かな暮らしや地域社会を自ら考え創造する「市民文化」を地域に広めるとともに、
市民活動や市民活動センターたちかわのあるべき姿を探ることを目的としています。様々な分野で活動
されている講師の皆さんの人柄に触れてみて下さい。

■ＮＰＯ法人設立ガイダンス

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。
日 時：平成17年11月(開催日未定) 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）
参加費：300円（資料代として）
■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運営について個別にご相談にのります。
事前に市民活動センターまでご連絡ください。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

◆このページに関するお問合せは･･･
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
連絡先：042-529-8323 Fax : 042-529-8714
E-mail : aiaivc@whi.m-net.ne.jp
開所日・時間：（月）〜（金) 8：30 〜 19：00
（土) 8：30 〜 17：15 ※日・祝祭日はお休みです
ホームページ ： http://act.annex-tachikawa.com/

市民活動センターたちかわ
は、ボランティアやNPO・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。

