１ あいあい通信

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。

★ボランティア・市民活動団体イベントカレンダー★
開催日
12月

イベント名

3 日 (日) 至誠学園ウィンターバザー
市民活動たちかわ祭2006

場

01月 16 日 (火) 運営実務あれこれ講座①「ガイダンス」

問合せ先

至誠学園

P.1参照

女性総合センター・アイム

P.3参照

〃

P.1参照

10 日 (日) 失語症セミナーinたちかわ PartⅦ
23 日 (土) ドキュメンタリー映画『らくだの涙』上映会

所

多摩社会教育会館

P.2参照

女性総合センター・アイム

P.4参照

〃

〃

23 日 (火) 運営実務あれこれ講座②「定款の作り方」

※NPO・ボランティアグループのイベントや講座情報が一目でわかるカレンダーを作りました。
詳しくはコチラ→ http://calendar.yahoo.co.jp/skc_npovgnews
●

●

●

イベント・講習・講座

●

●

●

■失語症セミナー ｉｎたちかわ ＰａｒｔⅦ 『失語症と会話パートナー』
ある日突然、脳卒中などの病気や交通事故などによる頭部の外傷によって言葉を上手く使えなくなって
しまう方がいます。この後遺症のことを失語症といい、自分の思っていることを伝えられない。相手の言う
ことを聞いて理解するのが難しい。読み書きが苦手になった…など、その症状は様々です。そんな失語症者
を支えるご家族や・医療・福祉関係者の方々を対象に会話パートナーという制度を通して考えていきます。
日 時：12月10日(日) 13:30〜16:00 ※13:00〜受付
場 所：女性総合センター・アイム 5階(立川市曙町2-36-2)
参加費：一家族500円(資料代として)
問合せ： 042-537-4089(柳さん)／ 042-535-0433(藤本さん)

■『２００６ 至誠学園ウィンターバザー』開催のお知らせ
子どもたちの年末年始の準備資金を目的としたバザーを開催致します。当日は、物品販売・模擬店・ス
テージアトラクション・福引などを行います。また、地域のみなさまに児童養護施設の活動をより理解し
て頂くための学園紹介コーナー、子育て相談コーナー、子ども向けのゲームコーナーも設けております。
至誠学園の活動へのご支援をお願いするとともに、みなさまが楽しい一日を過ごしていただけたらと思い
ます。多くのみなさまのご来園を心よりお待ちしております。
日 時：12月10日(日) 10:00〜14:00(雨天決行)
※参加費は無料です。
場 所：児童養護施設 至誠学園 園庭(立川市錦町6-26-15)
問合せ：至誠学園 総務部
042-524-2601／Fax：042-524-2367

06-冬

2

■ドキュメンタリー映画『らくだの涙』上映会
モンゴルの草原を舞台に自然の厳しさ、美しさを描きつつ、人間と動物の深い絆を見せてくれる至福のド
キュメンタリー映画『らくだの涙』の上映会を開催します。
名門ミュンヘン映像大学に通う学生ビャンバスレン・ダバーとルイジ・ファロルニは、共同の卒業制作と
して『らくだの涙』を監督。2人は真摯なまなざしで、大自然の美しさ、らくだを助けるために奮闘する遊
牧民大家族、そして育児拒否する母らくだと白い子らくだが序々に心を通わせ、愛が再生する感動の瞬間を
捉えました。本作はサンフランシスコ国際映画祭（国際批評家賞受賞）を始め世界各国の映画祭にて大絶賛
されています。
時：12月23日(土) 12:30〜14:15 プレイベント 東京賢治の学校の子どもたちによる演奏や発表
14:30〜16:00 「らくだの涙」上映会
会 場：多摩社会教育会館(立川市錦町6-3-1)
参加費：800円
問合せ・申込み：東京賢治の学校
042-523-7112／Fax：042-523-7113
日

●

●

●

ひと・モノ・募集

●

●

●

■そろばんボランティア講師募集!!
高齢者対象そろばん教室の指導をしてくださる方を募集しています。
場 所：コムスンホーム立川(立川市錦町5-13-24)
日 時：10:00〜11:00または14:00〜15:00 ※月1〜4回
問合せ：コムスンホーム立川(担当：水谷)
042-548-0121／Fax：042-548-0122

回数曜日は応相談

■年賀状の書き損じハガキで国際協力
○南アジアの子どもたちは今･･･
現在、バングラデシュやネパールなど南アジアの国々には、貧困や親の離婚・虐待などが原因で単身で
路上で生活したり、鉄くず拾いや物売りをしたりと極めて困難な状況にあるストリートチルドレンが存在
します。その数はバングラデシュだけでも44万人ともいわれます。この現状に対し、シャプラニールは、
現地NGOと協力して子どもたちが安心して眠ったり、学んだりすることができる施設の運営などを行っ
ています。しかしながら、故郷の村を離れ、心の傷をかかえたまま路上で生活するようになる子どもたち
は後を絶ちません。
○一枚のはがきでできること･･･
シャプラニールは、書き損じはがきをストリートチルドレンの生活改善支援に役立てるキャンペーンを
実施しています。昨年は、多くの方々のご協力により約590万円のご寄付が集まりました。
年賀状を書くこの時期に、ぜひ書き損じはがきを子どもたちの支援のために送って下さい。いただいた
はがきは、5円の手数料を差し引いて切手に交換し、通信費として使用します。その分国内での経費が削
減でき、現地の活動により多くの資金を活用することができます。
問合せ・送付先：〒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 「年賀はがきキャンペーン」行
03-3202-7863／Fax：03-3202-4593
E-mail：info@shaplaneer.org
※詳しくは、http://www.shaplaneer.org/sutenai/hagaki.htm をご覧ください。
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■市民活動たちかわ祭2006 〜地域デビューいち・に・さん〜
「ボランティアやNPOの活動に関心がある」「地域が大事ってよく耳にするけれど、自分の住んでいる
地域にはどんな活動があるんだろう」
「活動に参加するためにはどうすればいいの？」という方を対象にし
たイベントです。活動実践例の情報収集するもよし。講演会を聞くもよし。講座に参加するもよし。思い思
いにお楽しみください。
時：12月3日(日) 10:00〜16:00
所：女性総合センター・アイム(立川市曙町2-36-2)
容：●第10回市民おもしろ大学「ア〜っと驚く“ファーレアート”」 ※要申込み
講師：中島満喜子さん(ファーレ倶楽部代表)
10:00〜12:30 5階第3学習室
●「広げようぼくらの世界！〜よりよき市民をめざして地域と共につくる総合的な学習の時間〜」
講師：福原冬彦さん(立川市立若葉小学校教諭)
10:00〜11:50 1階ホール
●市民活動団体連絡会 ※要申込み
Part1：10:00〜12:00／Part2：14:00〜16:00 5階第2学習室
●団塊の世代向け地域デビュー講座
「定年後の自由時間:14時間×365日×20年≒10万時間
あなたに与えられた10万時間をどう使いますか？」
14:00〜16:00 5階第3学習室
●市民活動センターたちかわ助成団体活動報告会及び展示
12:30〜13:30 5階第2学習室 ※展示は10:00〜16:00
●市民活動情報コーナー
10:00〜16:00 1階ギャラリー
申込み・問合せ：申込みが必要なプログラムについては下記へお申込みください。他は直接会場へ。
市民活動センターたちかわ
042-529-8323 ／Fax：042-529-8714／E-mail：aiaivc@whi.m-net.ne.jp

日
場
内

■使用済み切手や使用済みカードを集めています!!
立川市社会福祉協議会では、ご自宅に届いた手紙についている使用済みの切手やテレホンカード、バス
カード、パスネットなど使用済みカードを集めています。少量でも構いませんので、集まりましたら、ぜ
ひ立川市社会福祉協議会へお持ちいただくかお送りください。また、市内にある公民館にも回収BOXを
設けておりますのでご活用ください。
集められた使用済み切手やカードは、市内にあるボランティアグループや市民活動団体、福祉施設で整
理していただき立川市社会福祉協議会で換金をします。この換金されたお金は、市民活動の支援や地域懇
談会の開催、夏体験ボランティア、市民活動センターたちかわ助成事業などに活用させていただいていま
す。身近にあり、簡単にできる市民活動をあなたもはじめてみませんか。
問合せ・送付先：〒190-0013 立川市富士見町2-36-47
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
042-529-8323／Fax：042-529-8714
E-mail：aiaivc@whi.m-net.ne.jp
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■ＮＰＯ法人・非営利団体のための『運営実務あれこれ講座』
「NPO法人の立ち上げを考えているんだけど、設立までにはどんな準備が必要なんだろう」、「法人格
をとったらどんな実務があるんだろう」、「法人を設立して間もないんだけど、事務手続きにとまどってい
る」･･･などなど。こんな方はぜひご活用ください!!
NPO法人だけではなくボランティアグループや市民活動団体などで、グループ運営の実務をされている
方にもご活用いただける内容です。

① 平成１９年１月１６日（火）

ＮＰＯ法人設立ガイダンス

講師：市民活動センターたちかわ スタッフ
「NPOって何？」「私たちの団体はNPO法人化した方がいいの？」「法人化のための手続きは？」
毎月定例で行っているガイダンスです。

② 平成１９年１月２３日（火）

定款のつくり方

講師：東京ボランティア・市民活動センター 池澤良子さん
団体の運営の柱になる定款は、認証手続きのためにも作成は必須ですが、その後の運営にも大きく影
響する大切なものです。作成上のポイントをお伝えします。

③ 平成１９年２月０３日（土）

ＮＰＯ法人と会計・税務

講師：税理士 村田栄樹さん
団体を運営する上で生じてくるお金の管理って? NPO法人になるとどんな税金がかかり、どんな実
務と手続きが必要なの?経理業務に携わったことのあまりない方向けの基本講座です。

④ 平成１９年２月０６日（火）

ＮＰＯ法人と労務

講師：社会保険労務士 井嶋栄治さん
NPO法人が有給スタッフを雇用する場合の労働条件やおのずと生じてくる社会保険についてお伝
えします。
※必要な回のみの選択も可能です。
時
会

間：①②④は19:00〜21:00、③は10:00〜15:00
場：①②④は女性総合センター・アイム 5階第3学習室(立川市曙町2-36-2)
③は立川市総合福祉センター 2階視聴覚室(立川市富士見町2-36-47)
対 象：NPO法人格の取得を検討している市民活動団体、NPO法人格の取得後１年未満の団体
非営利団体活動者、行政スタッフ、ボランティア・市民活動センタースタッフ、NPO活動に関
心のある方
定 員：各回30名(申込み順)
参加費：①500円 ②500円 ③1,000円 ④500円

■市民おもしろ大学ライブラリーのご案内
過去に開催された、市民おもしろ大学のDVD及びビデオを貸し出し (最大1ヶ月程度) ています。参加された
方は、あらためて思い出しながら･･･、参加できなかった方は、この機会にぜひ講師の魅力に触れられてはい
かがでしょうか。詳しくは市民活動センターまでお問合せください。
※一部、録画していない回もございます。ご了承ください。

◆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。

