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第6回市民お もしろ大学

ぬくもりある音楽を求めて

第6回市民おもしろ大学は、ロバの音楽座の松本雅
隆さんの講演。当日はあいにくの雪だったが、多くの
人が足を運んでくれた。帰路を急いでいた人も、講演
を知り足を止めた。
一つ一つの楽器からあふれ出すエピソード。上野
哲生さんと奏でるアンサンブル。会場に上質な時間
が流れる。語りきれなかった楽器も含め、楽器の数だ
け物語がある。日頃、演奏している中世・ルネサンス
の古楽器は、出せる音域も限られているし、音量も小
さい楽器が多い。しかし、これらの楽器は現代楽器と
違い万能ではなく「素朴」、でもこれで良いと松本さ
んは言う。豊かになりすぎた現代、たとえ限られた音
域でも豊かな表現は出来る。
「精選され過ぎたお米の
ような音ではなく、ある意味不純物が混じった、良い
栄養素が沢山残った音色、だからこそ温かな音色は
子ども達をも惹きつける。決して聞かせようと無理
をしなくても届く。有名とか、この楽器はストラデ
ヴァリウスの名器とか一切関係なく、ニュートラル
な感覚で音を感じた子ども達がロバの音楽座を評価
してくれた、それが誇りです。」と松本さんは言う。
古楽器が持つ「素朴」、それが現代人の糧になってい
る。その想いを持って、ロバハウスを拠点に全国に発
信し続けている。そして、古き良きものは再評価さ
れ、今ではNHKなどでもロバの音楽座の音楽を楽しめ
るまでになった。
アフガニスタン子どもサーカス来日協賛金の呼び
かけには多くの寄附が集まった。松本さんの人柄に
触れた参加者が踏み出した一歩、そこに価値がある。
「ロバさん」というフレーズが印象的だった合唱、
はにかんだ笑顔の人、お腹から声を出して満足気な
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開催報告

古楽器を演奏する松本さん(左)と上野さん(右)
人、温かな空気で会場が一体となった。帰路に付く
人は笑顔。講師の持つ魅力がそれに触れた人を、ま
ちをほんの少しだけ魅力的にしてくれた。
アフガニスタン子どもサーカス来日協賛金
寄附金総額 13,423円 ご協力ありがとうございました。

＜＜＜今月号のもくじ＞＞＞
○第6回 市民おもしろ大学
○この場所でしかできないこと
旧立川市立多摩川小学校活用計画等検討
市民委員会、基本提言提出の報告
○情報コーナー
○市民活動センターたちかわより
団体登録更新、ボランティア保険など
のご案内
○市民活動センターからのお知らせ！
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この場所でしかできないこと
〜旧立川市立多摩川小学校活用計画等検討市民委員会が提言提出〜
平成16年、旧多摩川小学校は、旧南富士見小
学校との統合により廃校になりました。立川市行
政では、その跡地の活用について市民の意見を最
大限尊重しようと、地元住民や公募市民19名に
よる旧立川市立多摩川小学校活用計画等検討市民
委員会を発足し、市民による跡地の検討が始まり
ました。委員会では、「子どもの為の場にした
い」「子どもの為だけにしたら大人の関われる場
がなくなるのでは？」「芸術や伝統文化に触れら
れる場にしたい」「企業の共同オフィスにしては
どうか？」など様々な意見を出し合ってきまし
た。平成17年5月から17回にわたり検討を重ねら
れた基本提言は、平成18年1月19日 (木) に青木市
長へ提出されました。
市民活動センターでは、「ここをかけがえのな
い場所にしたい」と集まった市民と行政の思いを
協働によりカタチにしたい。立川という“まち”
にとって貴重な財産となるよう、センターも“ま
ち”の一員として何かしたい！という思いから、
この委員会の会議の進行と企画・運営を担当させ
ていただきました。
提言の基本コンセプトは「こどもたちを中心に
様々な人が集い、こどもも大人もいきいきと輝く事が
出来る素敵な場、誰もが気軽に立ち寄れ、心身の安
らぐ場をつくり、育てていくこと」。また、昨年度、
市民と行政の協働により策定された立川市次世代
育成支援行動計画「夢育て・たちかわ子ども21
プラン」の中にある子どもの居場所づくりなどの
実践の場にしていこうという声もあがっていま
す。

【写真上】旧多摩川小学校の校舎／【写真左下】
校舎からみた風景／【写真右下】委員会の様子

行政には委員会の提言を最大限尊重していきた
いという意向があります。平成18年度からは基
本コンセプトに沿った活用を図るため、「運営管
理協議会」が市民と行政の協働により組織される
予定です。これからが旧多摩川小学校をいきいき
と動かしていく正念場となります。センターとし
ても“まち”の一員として、ここでしかできない
ことの実現のために、お手伝いをしていきたいと
考えています。

旧立川市立多摩川小学校活用計画 基本提言（概要）
＜名称（仮称）＞
立川市立 たまがわ・みらいパーク 「ころりん」

自由に発展できる運営形態の下、こどもたちを中心に
様々な人が集い、楽しみながら、学びあって未来を築
く、こどもも大人もいきいきと輝く事が出来る素敵な場、
誰もが気軽に立ち寄れ、心身の安らぐ場としての「川の
駅」をつくり、育てていくことを主旨とします。

＜基本理念＞
川面を渡る風、野原の草の薫り、笑顔、安らぎ、
ここに寄ればきっと何かが見つかる、何かが生まれる。
こどもたちと共に集い、みらいをつくる、川の原っぱ。

＜4つのテーマ＞
○多摩川と環境
○多摩川の豊かな自然にあそび、まなび、まもること。
○川とまちと人の環境を考えよう。
○発見と創造
○こどもたちと、ジャンルを越えた芸術や科学、匠の技、
○本物の感動と創造の喜びを分かち合い、遊び、創作
○し、新鮮な驚きに目を輝かせよう。
○心と身体
○五感（視・聴・嗅・味・触）を使って、遊んだり、体験し

＜基本コンセプト＞
「旧多摩川小学校」は、多摩川に隣接し、その豊かな
自然を四季を通して直に感じられる、素晴らしい環境で
す。この環境の恵を最大限活かし、独自の魅力を創出
することを最も大切なことと位置づけます。
豊かな自然環境は、創造豊かな「人づくり」や体験によ
る「生きる力」を育みます。
この魅力をさらに高める独創的なプログラムと、大きく

●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

○たり、自由に感じ、心身をリラックスさせて、やさしい気
○持ちを育てよう。
○過去から未来へ
○地域の生活や文化、幅広い世代の交流、しっかり未
○来ヘ結ぼう。

○第1期（平成18年度）運営管理組織（公設公営）
運営管理協議会 協議会委員

15名程度

館長

立川市長

運営スタッフ

＜プログラム・プロジェクト／事業＞
既存の公民館等の「場所貸し」ではなく基本理念、コ
ンセプト、テーマに従って事業計画を作り、実施します。

副館長（常勤）
副館長(非常勤)

有識者等

委託スタッフ

運営委託団体

ころりんクラブ 50名程度
＜実現すべきプログラム・プロジェクトの課題＞
①子どもが主役のプログラム
○創造力や自主性を育む「遊び」と「学び」の提供
②地域と環境のプログラム
○自然環境を活かし、心身を豊かにできる場づくり
③芸術と創造のプログラム
○芸術の力で新しい魅力をつくり出す場の創出
④情報と連携のプログラム
○地域文化の情報収集、独自の情報発信
⑤健康と安全のプログラム
○健康、体力増進、仲良く楽しめるスポーツ・プログラム

施設管理

事業実施

責任者

立川市

事務管理職員

市職員
シルバー人材等

防犯防災警備

委託警備会社

直営事業

委託スタッフ等

協力事業

立川市等

○第2期（平成１９〜20年度）運営管理組織（公設民営）

＜コンセプトに基づくプログラム案＞
一貫性のある事業を継続して実施。それに関わる人を
育てることで「行政・市民の協働による新しい魅力ある場
所」を実現することが最も重要です。
○平成18年度に先行して実施・推進するプログラム案
○校庭プレイパーク／お祭り、こどもたちのイベント等／
○年少児童や親子が安心して遊べる安全な部屋／特
○別教室（音楽、図工など）の整備と活用／幅広い世代
○が参加する運営委員／ボランティアの募集と育成／
○地域と連携した防災・防犯・安全プロジェクト など
○今後、研究を重ねて実現を目指すプログラム案
○多摩川の自然を活かしたエコ活動／自然菜園／落ち
○着いて学習できる「こどもの部屋」／音楽・演劇などを
○極めるスタジオやホールの整備／健康と食育を考え
○た、飲食の提供／こどもたちとつくる異世代サロン／
○モノの成り立ちを学ぶ「分解工房」 等

運営管理評議会 評議委員

15名程度

館長

立川市長

運営スタッフ

副館長(常勤)

委託団体

副館長(非常勤)

有識者等

委託スタッフ

運営委託団体

ころりんクラブ 100名程度
施設管理

事業実施

＜管理・運営体制＞
「たまがわ・みらいパーク」の管理運営体制は公設民
営を目指したものとします。
しかし、民営化への過程はさらに多くの時間を要する
ため、平成18年度は「公設・公営」としてオープンするこ
とになりますが、平成19年度以降の「公設・民営」を実現
するために準備を積み重ねていくことが必要です。
この提言では平成18年度を第1期、平成19〜20年度
を第2期とし、開設後3年間の運営管理体制案を提案し
ます。しかし、実働してみないと見えない部分も多く、柔
軟な運営計画とすることが望まれます。
いづれにしても、開設後3年間は、基本提言・コンセプ
トをしっかりとした柱として定着させ、市民と行政の協働
「市民力と連携のまちづくり」を推進していくことが望まれ
ます。

責任者

立川市

事務管理職員

市職員
シルバー人材等

防犯防災警備

委託警備会社

直営事業

委託スタッフ等

協力事業

立川市等

＜ころりんクラブ（仮称）とは・・・＞
○子ども〜大人の協働ボランティアで、子どもを主役に
○多世代の交流と協働を育み、また、円滑な施設運営
○を支援することを大きな柱としていくクラブです。
・施設支援活動（広報活動、美化活動、受付／案内等）
・イベント活動（自主企画、イベント実施）
・会員啓発活動（スタッフルーム、会員募集／育成等）
基本提言については市立図書館で閲覧できるほか
立川市のホームページでも公開しています。
HP：http://www.city.tachikawa.tokyo.jp/jp/
■問合せ先 企画政策課

042-523-2111

●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●
●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
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〜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

●

●

●

■映画上映会「マンゴと黒砂糖」

東京立川断酒新生会・家族会主催
第７回合同勉強会

〜今年もふるさとに帰る南洋群島帰還者たち〜
毎年、南洋群島慰霊墓参団のツアーが沖縄から出
発する。参加者200余名。高齢になった戦争体験者
達が、今を生きるために心の拠り所にしているもの
は何なのか、また、世界中に途絶えることのない戦
争をどのような想いで見つめているのか…。
日 程：3月17日(金) 10:00〜12:00
14:30〜16:30 18:30〜20:30
3月18日(土) 18:50〜20:50
※3月17日午後と夜には視覚障害者用イヤ
ホンガイドを設置します。
場 所：アミューたちかわ 小ホール
(立川市錦町3-3-20
042-526-1311)
料 金：中高生及び障害者／前売り 500円
大学生・60歳以上／前売り 800円
一般
／前売り1,000円
主 催：ドキュメンタリー映画「マンゴと黒砂糖」
を見る会(江崎)
042-527-0794

来て！ 見て！ 知って！
『もう涙は拭いて下さい』
内 容：参加者による体験発表
講演：「共依存・ACについて」
講師：精神保健福祉士 柴田永子さん
三船クリニック
日 時：3月19日(日) 13:00〜16:30
場 所：立川中央公民館2階 視聴覚室
(立川市柴崎町1-1-43
042-524-2773)
問合せ：立川断酒新生会事務局 松本恒夫
042-522-6670（ビーノ）

■「喜びを持って働く子」
シュタイナー教育からみたニートの問題
シュタイナー教育を卒業した子どもは、どの子も
社会へ出て人と関わる仕事をするようになります。
一体どのような教育をしているのでしょうか？知的
な勉強や芸術から共同体まで包括的な取り組みを紹
介します。
日 程：3月4日(土) 9:30〜12:30
内 容：学習発表会／エラー先生講演会
東京賢治の学校代表・鳥山敏子の話
会 場：東京賢治の学校 ホール (柴崎町6-20-37)
参加費：2,500円（当日3,000円）
042-523-7112
問合せ：東京賢治の学校

■「若者スキルアップ講座」
まっすぐ伝わる広報のコツ
こんな「広報」のコツを学びたい！例えば…「効
果的に広報するためのポイントは？」「どうすれ
ば、情報がきちんと流れるのか？」「あの広報・広
告は、なぜ成功したのか？」「高い発進力、高い受
信力って？」
講 師：川中大輔さん
（シチズンシップ共育企画代表）
ゲスト：宮奈由貴子さん（NPO支援センターちば
プロジェクト・コーディネーター）
対 象：NPOやボランティア活動に関わってい青年、
おおむね18〜35才
定 員：25名
日 時：3月18日(土)10:00〜19日(日)13:00 (1泊2日)
会 場：BumB東京スポーツ文化館
参加費：7,000円（宿泊費、3食分含む）
申込み：BumB東京スポーツ文化館
03-3521-7321
E-mail：bumb-ys@xecta.co.jp

■「市民型ソーシャルワーカー」
養成講座 受講生募集！
日 時：原則毎月第1・第3土曜日 13:30〜17:00
費 用：無料
修了期間 ：平成18年4月からおおむね1年間
資 格：年齢20歳以上、性別や福祉相談経験の有
無を問わず、子どもや家庭の相談や援助
に理解と熱意のある方で、養成課程修了
後、地域で活動できる方。
募集人数：第1期生 20人
問合せ：子ども家庭支援センター 042-528-6871

●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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■介護予防教室健康な口で元気なからだ

対 象：市民活動団体(NPOやボランティアグルー
プ)でリーダー・サブリーダー的立場にある方
※本講座での成果を最大限に活かすために1団体
から複数名の参加をおすすめします。
定 員：6団体 ※申込み締切り：3月17日(金)
参加費：1,500円／1人(資料代として)

〜口の機能を維持しましょう〜
口の機能を維持して健康な体になるために歯科
衛生士より話を伺います。実際に口のトレーニン
グも行います。持ち物は特にありません。
日 時：3月23日(木) 10:00〜11:30
場 所：さかえ会館（立川市栄町4-6-2)
参加費：無料（電話かFaxにて申込み）
申込み：羽衣在宅介護支援センター 谷崎、浜田
042-523-5612
Fax：042-523-5613

■ＮＰＯ・ボランティア活動
見本市 in たちかわ
退職後にボランティア的なものに参加してみても
いいかな？「ボランティア」「NPO」っていうけど、
どんな活動があるのかよく分からない。自分が役立
つ場があれば･･･。広く浅く、まずは、資料を手に入
れたい。といった方を対象としています。
事前予約はいりません。すべて出入り自由のプロ
グラム。定時開催プログラムに参加するもよし、情報
ブースで必要な情報探しをするもよし。好きな時間
にお越しください。(参加費：無料)
■定時開催プログラム(会場の一角にて開催)
10:00〜11:00
NPO・ボランティア体験者座談会
すでに活動をはじめた市民から、実際の体験
談を聴く時間。「退職後に活動を始めました」
「得意な事をいかしたボランティアをしてい
ます」 「コミュニティビジネスを立ち上げまし
た」という面々が登場予定
11:00〜12:00
NPOやボランティアグループからの活動PR
タイム(福祉やまちづくりに関わる団体など)
13:00〜15:00
国際協力NGOボランティアセミナー
15:00〜16:00
NPOやボランティアグループからの活動PR
タイム(環境に関わる活動団体など)
■常設プログラム
いろいろな活動のチラシやパンフレットが手に入
る情報 ブース。ゆったり、自由に、好きなだけ眺め
て下さい。持ち帰り可能な物も盛りだくさんです。
■個別相談コーナー
市民活動センターたちかわのスタッフがご相談に
のります。
日 時：3月4日(土) 10:00〜16:00
会 場：アミューたちかわ 5階 第1会議室
(立川市錦町3-3-20)
共 催：立川市
協力団体：特定非営利活動法人国際協力NGOセン
ター、特定非営利活動法人NICE(日本国
際ワークキャンプセンター)、社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
問合せ：市民活動センターたちかわ
042-529-8323

■市民活動団体メンバー向け講座
「話し合いにストレスを
感じていませんか？」
「堂々めぐりで結局、何も決まらない」「おしゃ
べりには花が咲くのに、大事な時は、みんなだんま
り…」「結局、あの人が発言することに決まるんで
しょ」…そんな悩みを抱えている団体の方は、ぜひ
ご参加下さい！
講 師：青木将幸さん／青木将幸ファシリテー
ター事務所(国際青年環境NGO・A
SEED JAPAN理事)
日 時：3月8日(水) 19:00〜21:00
会 場：立川市女性総合センターアイム5階
第3学習室(立川市曙町2-36-2)
内 容：「会議や話し合いのコツを学ぼう」など
対 象：市民活動団体(NPOやボランティア
グループ)で活動している方
※本講座での成果を最大限に活かすために1団体
から複数名の参加をおすすめします。
定 員：30名 ※申込み締切り：3月1日(水)
参加費：500円(資料代として)

■市民活動団体リーダー向け講座
「伝わらないのはなぜ?!」
プロジェクトX風
〜心揺るがす団体PR素材〜をつくる
「うちの団体のこと語れるのって、わたしひとり
かも」「いい活動なのにな。なかなか賛同者が増え
ないのはどうして？」「私たちの活動をたくさんの
人に伝えたいけど方法がわからない」
そんな悩みを抱えているリーダーの方は、ぜひご
参加下さい！
講 師：青木将幸さん
日 時：3月25日(土) 10:00〜16:30
会 場：立川市総合福祉センター2階
活動室(立川市富士見町2-36-47)
内 容：いつでもどこでも使える世界にたったひ
とつのPR素材をつくる

●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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ひと・モノ・募集

●

●

●

■高齢者総合福祉施設 至誠ホーム
ボランティア募集

■デイサービスセンター「ひだまり」
ボランティア募集

あなたの手助けを待っています。ご都合のよい
日、よい時間をボランティア活動にあててみませ
んか。ご年配の方も、若い方もどうぞお力を貸し
てください。
■配食サービス…4〜5名
至誠ホームの近隣地域で生活しておられるの高
齢者に温かい夕食をお届けするサービスです。
併せて安否確認をお願いしています。
◇特に金曜日が不足しています。
16:30〜17:50 2〜3件程度の配食です。
■シーツ交換…約10名
清潔保持のため毎週シーツ交換は欠かせません｡
ちょっと体力もいりますが、世話好きな方大歓
迎です。単独でもグループでも。シーツ交換が
終わったあと、お時間のある方はお話相手など
していただけませんか。
◇毎週火曜日 9:30〜11:00 (隔週でも可)
■日常生活援助…約10名
お話し相手、衣類整理、散歩、見守り、食事介
助、繕いもの等
場所：特別養護老人ホーム、ショートステイ
グループホーム
◇曜日相談(土、日を含む)
■生活アクティビティのお手伝い…2〜3名
リハビリ、診療所などに行き来する利用者の送
迎など。
◇平日（土、日、祭日を除く）
■グループホームのお手伝い…1名
「転ばないためのエキササイズ」に参加する利用
者の送迎、見守り、声かけなど。
◇毎月第3金曜日 13:30〜
■車椅子の清掃・整備
特別養護老人ホーム利用者の多くが車椅子を
使っています。毎日使用するものだけに汚れた
り空気が抜けたりします。きれいに清掃・整備
していただけませんか。
◇時間・曜日不問。いつでも。
■ボランティアさんには活動前にボランティア保
険加入をお願いしています。（ホームの補助あ
り。自己負担金は年額250円です）お気軽にお問
合せください。
申込み：高齢者総合福祉施設 至誠ホーム
担当 佐藤、景谷
立川市錦町6-28-15
042-527-0035
Fax：042-527-2646
E-mail：shisei-home@shisei.or.jp

デイサービスセンター「ひだまり」が開所しまし
た。知的障がいをお持ちの方々と一緒に物を作った
り、遊んだりしてみませんか？ゆっくりした時間の
流れや、普段気にしない街の風景や、自然がとても
心地よく大切に感じられます。デイセンターを利用
される方々と一緒に場所や時間を共有しましょう！
資格不要、どなたでも参加ください。
また、活動内容アイデアも募集しています！
○創作活動：木工作品、キャンドル作り、染め物
○レクリエーション：音楽セッション、カラオケ
ダンスセッション
○調理実習：バーベキュー、お菓子作り、
鍋パーティー
○外 出 ：買い物、散歩、喫茶
○スポーツ：水泳、バスケット、マラソン、体操
○その他 ：多摩川掃除、公園掃除
日 時：平日 9:30〜16:00
月1回、年1回でも予定をお聞かせ下さい。
1時間だけ！OK！
登 録：ボランティア登録
月間の予定をお聞きします。
持ち物：室内ではスリッパ等が必要です。
動きやすい服装でご参加ください。
私ども「ひだまり」スタッフは地域で生活されて
いる知的障がい者を支援しています。ふるってご参
加ください！ ―スタッフ一同―
申込み：東京都国立市谷保6312滝乃川学園内
担当：高瀬 京子、本間
042-577-0035

■都立武蔵台養護学校高等部
修学旅行付添ボランティア募集
時：5月16日(火)〜5月19日(金) 3泊4日
所：沖縄県
主な行程…首里城、ひめゆり平和資料館
おきなわワールド など
人 数：男性 5名
活動内容：教員、生徒と共に活動し、生徒の介助や
援助(基本的には教員と一緒です)。また,
3日目に海での活動があります。
費 用：宿泊費及び交通費は不要。また、日当が出
ます(日当より昼食代及び保険代を出して
いただきます)。
問合せ：都立武蔵台養護学校
東京都府中市武蔵台2-8-28
042-576-7491
Fax：042-576-7526

日
場

●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お知らせ〜
平成１７年度立川市市民参加シンポジウム

「市民力と協働のまちづくりに向けて」
第2部 パネルディスカッション
パネラーは第１部の事例発表者によります。
来場者との意見交流も行ないます。

日

時：平成18年3月16日(木)
18:00開場 18:30開始
場 所：アミューたちかわ5階 第1会議室
申込み：不要（先着順）
第1部 協働事例の発表
市民活動団体と行政の双方より、協働事例を紹
介します。
発表事例：「ファーレ立川アート再生プロジェク
ト」「夢育て・たちかわ子ども21プランの推進」
「立川市新庁舎建設市民協議会」

主
共
協

催：立川市
催：市民活動センターたちかわ
力：たちかわ協働みらい会議

NPO法人設立ガイダンス

ボランティア保険の更新について

「NPO法人ってなに？」「社会的にどんな意
味があるの？」「私達の団体は法人化したほうが
いいの？」隔月で開催しているガイダンスです。

平成18年度ボランティア保険の更新を、3月よ
り受付をします（保障期間は4月以降の加入日翌
日から平成19年3月31日まで）。1年を通して加入
することができます。
パンフレットと加入申込用紙の配布、加入受付
は 当 セ ン ター 及 び 伊勢 丹 6階 ハ ー トフ ルス テー
ション内の窓口にて、行なっています。
お申し込みの際には、皆さんの活動内容がこの
保険の補償対象となるのかを、窓口もしくはお電
話でご相談・ご確認下さい。

日 時：平成18年3月7日(火) 19:00〜
場 所：女性総合センターアイム5階第2学習室
講 師：市民活動センターたちかわ スタッフ
資料代：お一人300円
申込み：市民活動センターたちかわまで
定 員：20名

市民活動センターたちかわ

平成１８年度 市民活動センターたちかわ

団体登録について

助成事業（前期）事前説明会

当センターでは、一定の要件を満たしている市
民活動・ボランティアグループの登録制度を設け
ています。登録されると、以下のサービスをご利
用いただけます（審査があります）。

平成18年度市民活動センター助成事業の事前説
明会を開催します。
日 時：3月18日(土) 10:00〜
場 所：立川市総合福祉センター2階
申込み 参加希望の方は前日までにご連絡下さい。
申請書の受付期間は4月上旬を予定。申請方法の
詳細については、説明会に参加されるか、3月20日
（月）以降に当センターへお問合せ下さい。ホーム
ページでも御覧頂けます。
助成対象団体：原則として市内に拠点を置くNPO
法人、ボランティアグループ、市民活動団体で5人
以上の団体。当センター登録団体であること。
助成金額：平成19年3月末までに実施する市民交流
事業の経費（上限10万円）、立ち上げ資金（上限5
万円）。

①ホームページへのグループ紹介など、市民へ
の情報受発信のお手伝い
②「市民活動センター通信」の定期的な送付
③ボランティアルームの優先的な予約
④低料金での印刷機の使用（センター備品）
⑤立川市学習等供用施設の無料活用
新年度の登録要項は3月中旬に完成する予定で
すので、新規登録をご希望の団体の皆さんはセン
ターまでご一報下さい。17年度の登録団体様に
は別に通知をさせて頂きます。
7

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・
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）

こ

市民活動センターたちかわの おすすめ活用法
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。

★会議にイベントに・・
是非ご活用ください！★

市民活動センターに登録しませんか？
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

■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）

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。

国営昭和記念公園

市民活動センターたちかわ
立川市総合福祉センター内
総合福祉
センター前
フェロー
ホームズ

み ず ほBK

農道

北口

第一デパート

西立川

立 川

マンション
ヤマダ電機
ダイクマ

富 士 見 町2 丁 目
マンション
ローソン

ごんにんごん

都立立川短大
第四小学校
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