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※日曜日・祝祭日はお休みです。

2007.06

Vol.41

第１２回 市民おもしろ大学開催！！
大人の社会科見学第１弾

ハイパーレスキュー隊の訓練を見学

あなたの備えは万全ですか？

訓練所では、訓練施設の説明を聞き、放水訓練
やクレーンを使っての救出訓練などを見学。参加
したお子さんは、特別車両に乗せてもらい、とて
も満足そうでした。

〜身を持って体験、防災度チェック！！〜
5月12日(土)、第12回市民おもしろ大学が開催さ
れ、立川防災館での地震体験と煙体験、ハイパー
レスキュー隊訓練所の見学を行いました。

防災館で震度７を体験！
地震体験室では、さまざまな地震の揺れの中
で、やかんの火を消したり、出口を確保したり、
テーブルの下にもぐり、身を守ったりということ
を体験。阪神・淡路大震災と同じ震度７の揺れを
体験された方からは、「立っているのがやっとで
何もすることが出来なかった」「家具の固定は絶
対に必要だと思った」などの声があがりました。
煙体験室では、人工的な煙の中を、身を低く
し、煙に巻かれないようにして避難する体験をし
ました。

今回の市民おもしろ大学では、体験を通して、
災害への備えの大切さを実感することが出来まし
た。市民おもしろ大学では、今後もみなさんの関
心の高いテーマを取り組んで行きたいと思いま
す。ご参加をお待ちしています。

＜＜＜今月号のもくじ＞＞＞
○第12回市民おもしろ大学開催!!
○一番町「防災まち歩き」の報告
○能登支援活動報告
○平成18年度助成金活動報告
○情報コーナー
○「散策ウォーキング」
夏体験ボランティアのお知らせ
○市民活動センターからのお知らせ
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一番町地区防災まち歩き実施しました！
きました。実際に複数の目で歩いてみると、｢新
興住宅が増えている」｢工場が多い｣など地域の
特徴も見えてきます。
一 番 町 地 区 で は、農 家、畑、生 産 緑 地 が 多
く、農耕具や重機、ビニールハウスなど、災害
時に利用できるものも多くありました。
参加された皆さんからは｢○○さん家では、
水、氷を確保できる」｢○○さんは、重機を持っ
ているから建物が倒壊した時に活用できるので
は」など活きた情報がたくさん出されました。

なぜ「防災まち歩き」を実施するのか？
去る5月20日(日)、一番町1丁目〜3丁目地区にお
いて防災まち歩きを実施しました。
これは「自分たちの住むまちの課題は何だろ
う。解決のための具体策は？」と話し合いを続け
てきた西砂･一番町地区地域懇談会で「普段は別々
の生活を送る多様な地域住民がつながるテーマは
防災だろう」と企画したものです。｢防災まち歩
き｣では、設備や避難場所を知ることだけでなく、
自治会や消防団の取組みを知ったり、参加者同士
が直接に顔見知りになることも大きな目的のひと
つとなっています。

顔見知りになることから防災ははじまる
今回は、地域住民だけでなく、他地区に住む人
や、車イス利用者、視覚障害のある方も参加さ
れ、多様な目で「被災時にどんな問題が生じる
のか」気付く機会ともなりました。また「多様
な人が地域には住んでいる」という再確認も出
来ました。
「あいさつから防災は始まる」という言葉も
あります。まずは、こういった取り組みを通し
顔見知りになることで、いざという時に助け合
いができると改めて実感することができまし
た。

歩いて初めて見えたもの。
住んでいるわがまちの特徴はなに？
当日は、総勢43名の参加がありました。
いくつかのコースに分かれ、高いブロック塀や
看板、狭い道など危険な箇所のチェックはもちろ
ん、まちに設置された消火器や消火栓だけでな
く、コンビニや仕出し弁当屋など、「災害時に役
立つものはなんだろう」ということを意識して歩
「こんな場所に消
火器が！」など
発見の連続。

まちを歩いてみた
後で気付いたこと
を地図に落とし込
みます。

能登半島地震における被災地支援のお手伝いをしてきました
派遣期間

平成19年4月30日(月）〜
同年5月5日(土)
活動場所 石川県輪島市災害ボランティア
センター門前
活動内容 災害ボランティアセンターの
運営支援、被災者ニーズの把握等
※全国の社協では、被災地の災害ボランティア
センターの支援のお手伝いをしています。
※能登半島の一日も早い復興を祈念します。

平成19年3月25日(日) の9時42分頃に発生した能
登半島地震。
死傷者や家屋損壊などの被害が多く出ました
が、現地では、行政支援の他に、県内に3箇所の災
害ボランティアセンターが設置され、ボランティ
アによる、災害ゴミや瓦礫の処理、引越しの手伝
い、住民交流活動が行われました。
本センターでは、全国社会福祉協議会
の災害ボランティアセンター運営支援のための
職員派遣要請に応え、職員1名を派遣しました。

活動拠点となっ
た災害ボラン
ティアセンター

仮設住宅への引越
し作業。
ボランティアの力
が発揮されます。

●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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平成19年度 市民活動センター助成金(前期)の審査報告
今回、審査会で出された意見や市民からの声を
もとにセンター助成事業を市民の方と一緒に作り
あげていけたらと考えています。

今年度前期のセンター助成事業は、合計11団体
からの申請をいただきました。
助成団体の活動内容につきましては当センター
ホームページ(http://act.annex-tachikawa.com/)
登録グループのページをご覧下さい。

●平成18年度助成団体活動報告会について
平成18年度の助成団体の活動報告会について
は、12月頃を予定しています。

審査会では、審査委員自身が「助成した団体に代
わって、その活動の意義や金額の妥当性を市民に
説明できるか」という問いを持ちながら議論をし
ています。その中で生じる疑問や申請団体への要
望を率直に団体さんとやり取りしています。
その結果、1団体が却下、2団体が保留となって
います。
保留については、センターの助成目的とは合致
しているが、より有効に使え、事業の幅も広がるよ
うな内容にするため、団体と検討を重ねている途
中です。

平成19年度

申請受付：9月上旬〜9月中旬頃
審 査 会：9月下旬
給付決定：10月上旬頃
問合せ ：市民活動センターたちかわ
( 042-529-8323)

市民活動センターたちかわ助成金(前期)審査結果一覧
団体名
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●後期助成事業の予定
助成対象期間は、給付決定日から平成20年3月
31日までです。

申請区分

備考

助成額

結果

NPO法人 集住グリーンネット
市民交流事業 自然観察プログラムに関わる諸経費
ワーク

却下

\

-

2 ミニトマの木

市民交流事業 子育て支援事業に関わる諸経費

承認

\ 100,000

3 パドマ

市民交流事業 ファミリーヨガに関わる諸経費

承認

\ 66,700

4 すみれ寮ぽれポれコンサート

市民交流事業

障害のある人もない人も、国籍、年齢などを問
わず、地域の中で気軽に楽しめるコンサート

承認

\ 90,375

5 学ボラの会

市民交流事業

コミュニケーション能力の向上を目指す講演会
に関わる諸経費

承認

\ 41,250

6 地域デイサービス テイクオフ 市民交流事業

地域の方が気軽に楽しんで参加できる活動づ
くり（太極拳）に関わる諸経費

承認

\ 48,750

7 若葉町ボランティアグループ

社会福祉に関 “10年のあゆみ”発行と記念誌発行講演会に関
する普及活動 わる諸経費

承認

\ 54,000

8 立川プレーパークを考える会

市民交流事業 プレーパーク活動に関わる諸経費

保留

\ 100,000

9 チャイルドラインたちかわ

社会福祉に関 「子どもと向き合う」をテーマとした市民向け学
する普及活動 習会の開催に関わる諸経費

承認

\ 60,000

社会福祉に関 市民活動資料の公開のためのパソコン環境の
する普及活動 充実に関わる諸経費

承認

\ 100,000

社会福祉に関 市民とのふれあいの機会を「花」を媒体として
する普及活動 展開する事業に関わる経費

保留
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NPO法人 市民活動サポート
センター・アンティ多摩

11 NPO法人 しらゆり
合計

\

-

\ 661,075

※審査結果は5月21日現在のものです。
●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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〜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。

★ボランティア・市民活動団体イベントカレンダー★
開催日
6月

イベント名

場 所

問合せ先

7 日 (木) 至誠キートスホーム 第1回ボランティア講座 至誠キートスホーム

P.4 参照

9 日 (土) すみれ会主催 夢の贈りもの〜PartV〜

P.5 参照

立川マック2周年感謝の集い

昭島市市民会館
立川市中央公民館

13 日 (水) フェローホームズ 夏のボランティア

゛

フェローホームズ

P.6 参照

14 日 (木) 至誠キートスホーム 第2回ボランティア講座 至誠キートスホーム
21 日 (木) 至誠キートスホーム 第3回ボランティア講座
23 日 (土) ボランティア･NPOの｢井戸ばた会議」

P.4 参照

゛

゛

福生市公民館

P.5 参照

28 日 (木) 至誠キートスホーム 第4回ボランティア講座 至誠キートスホーム
7月 ７ 日 (土) 第6回キートスデイサービス美術講座

P.4 参照

゛

P.5 参照

※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

●

●

●

■至誠キートスホーム「ボランティア講座」参加者募集中！
あなたのライフデザインを描いてみましょう！あなたの大切な時間がさらに輝きだすでしょう。ボラン
ティア活動できっと見つかるはず！講座はその一歩！
第１回
第２回
第３回
第４回

実施日時

内容

定員

6月7日（木）
13:30〜15:30
6月14日(木）
13:30〜15:30
6月21日(木）
13:30〜15:30
6月28日(木）
13:30〜15:30

講演：｢ライフデザインとボランティア」
講師：至誠ｷｰﾄｽﾎｰﾑ 園長 大村洋永
介護実技講習
車椅子の操作・食事介助の方法
活動中のボランティアさんのお話

30名

各フロアーでのボランティア体験
※日時調整の相談に応じます。

20名

20名
20名

場 所：至誠キートスホーム 〒190-0002 立川市幸町4-14-1
参加費：無料
申込み・問合せ先：社会福祉法人 至誠学舎立川 至誠ホーム 至誠キートスホーム
042-538-2323 Fax：042-538-2324
E-mail shisei-kiitos@shisei.or.jp
担当：西原恵子
＜後援＞立川市社会福祉協議会・国分寺市社会福祉協議会・小平市社会福祉協議会
東大和市社会福祉協議会
●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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■第6回キートスデイサービス美術講座
日本人に最も人気のある画家の魅力を探る
〜「ルノワール」〜生きる喜びを謳った画家〜
ルノワールはモネと並んで人気のある画家です。
二人とも印象派の代表的な画家であるとともに親友の間柄でした。ルノワールは人生を積極的に肯定し、明
るく幸せな世界を描き続けました。そこには、生きる喜びと生命の讃歌が謳われています。
今回も、ルノワールの作品を多彩にスライドのよって鑑賞しながら、その芸術と人間像を分かりやすく解
説しています。
講 師：斎藤陽一先生(美術史研究家、美術史学会会員、元NHKプロデューサー）
日 時：7月7日(土）13:30〜15:30
場 所：至誠キートスホーム 1F食堂(立川市幸町4-14-1）
対象者：興味のある方はどなたでも
参加費：無料
定 員：30名(申込み先着順）
申込み：至誠キートスホーム(担当：藤井さん）
042-538-2323／Fax：042-538-2324
※お車でのご来場はお控えください

■ボランティア・NPOの「井戸ばた会議」開催のお知らせ
より良い社会を目指して活動している人がいる。多様な価値観を認め合い、今つながろうとしている
彼らの熱い情熱を感じよう。ここから何かが生まれる！
日 時：6月23日(土）10:00〜16:00
会 場：福生市公民館 4･5集会室
内 容：基調講演/ディスカッションタイム/ボランティア･NPOによるPRタイム
ボランティア･NPO展示ブース
特別企画｢視覚障がい者問題フォーラム」
企画･運営：福生いとでんわ
主 催：ふっさボランティア･市民活動センター

■「夢の贈りもの」〜PartV〜 開催のお知らせ
「夢の贈りもの」は市民の方々とハンディを持つ人たちが、音楽やアート表現(共演）を試みるために企画
したものです。当日は、歌あり、踊りあり! 皆さんが一体となって楽しめること間違いなし!!
皆さんのお越しをお待ちしております。
日 時：6月9日(土） 13:00(開場) 13:30(開演)
会 場：昭島市民会館 大ホール
参加協力券：大人500円/小中学生300円
問合せ･参加協力券購入場所：武蔵立川学園
042-531-0761 ぽれぽれ
042-520-3188
主 催：社会福祉法人すみれ会 夢の贈りもの実行委員会
後 援：立川市 立川市社会福祉協議会 昭島市社会福祉協議会
国際ソロプチミスト立川 立川市障害者後援会

■立川マック2周年感謝の集い
立川マックもこの6月で開所から満2年を迎えることになりました。多くの善意の方々ご支援ご協力の賜
物であると一同、深く感謝しております。今もアルコールで苦しんでいる方々にマックプログラムを知っ
ていただきたく｢感謝の集い｣を開催させていただきます。依存症、関係者、ご家族、そして仲間の皆さま、
一人でも多くの参加をお待ちしております。
主 催：NPO法人 立川マック･ 立川マックを支える会(立川市錦町3-12-16 ハイネス立川108）
日 時：6月9日(土) 10:00〜15:40
会 場：立川市中央公民館 講堂 ※JR立川駅 南口徒歩10分
参加費：無料
問合せ：NPO法人マック
042-521-4976
●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

●

●

●

■夏のボランティアスタッフ募集
イベントのボランティアさんを大募集！ボランティアの皆さんの暖かい手とフットワークの軽い足と熱
いこころを必要としています。初めての方でもきっと何かできることがあります。
日 時：6月13日(水）13:00~16:00
内 容：運動会 利用者さんとともに運動会のプログラムに参加してもらいます。 ※応援団大歓迎
日 時：7月28日(土） 12:00~20:00 ※活動時間応相談
内 容：納涼祭 7月の恒例行事で、立川花火大会が目の前で見られます。
会 場：フェローホームズ
日 時：8月7日(火)・8日(水)
13:00~15:00
夏祭り
会 場：羽衣地域福祉サービスセンター
問合せ：社会福祉法人 恵比寿会 フェローホームズ(担当：藤谷さん）
042-523-7601／Fax：042-523-7605
E-mail：fujitani@fellow-homes.or.jp／URL：http://www.fellow-homes.or.jp

■「夢の贈りもの」 ボランティアさん募集
私たち、社会福祉法人すみれ会(知的障がい者支援）では来る6月9日(土）に「夢の贈りもの」を行います。
そこで、ボランティアの方を大募集します！「夢の贈りもの」は市民の方々とハンディを持つ人達が、音
楽やアートの表現(共演）を試みるために企画したものです。当日は、歌って踊って皆が一体となって楽し
めること間違いなし！皆様のお力をぜひ、お貸し下さい！
日 時：6月9日(土） 13:00〜
会 場：昭島市民会館 大ホール
内 容：利用者さんとのコミュニケーション、催し物のサポート、会場の準備･片付け
＊都合が良い時間だけの参加もOK
問合せ：武蔵立川学園「夢の贈りもの」事務局 (担当：武田さん･西村さん）
042-531-0761Fax：042-531-2418
URL：http://www.sumirekai.jp/

■精神障害者共同作業所マーキー

ボランティアスタッフ募集中

作業所の利用者さんが、いろいろな人と関わる機会を持てるように、ボランティアスタッフを募集中で
す。
○内職(マスコット作り) のお手伝い
○講座(絵画･お料理など)の準備や片付け
○利用者さんとの交流など
時 間：月曜日〜金曜日9:30~17:30の間で ※月2回くらい出来る方(時間応相談)
場 所：共同作業所マーキー(立川市錦町2-3-19 浅田ビル2階）
問合せ： 042-521-1545 (担当：小林さん）
その他：ボランティア保険には加入して下さい。見学･実習(1回)のうえ、継続していただくか相談、
検討させていただきます。

■テイクオフ アルバイトさん募集！！
ハンディを持つメンバー達と余暇活動を行っています。学齢期、就労後問わず、障害児者が放課後、休日
を楽しく過ごせるように、ご一緒に活動していただけるアルバイトさんを募集しています。
主な仕事は、メンバーと一緒に運動、外出、ゲーム、料理などの活動支援などを行う。
男性メンバーのトイレ、入浴、介助(身体障害者の旅行、外出時）
勤務地：地域デイサービス テイクオフ立川市高松町1-20-5（多摩モノレール高松駅徒歩3分）
勤務時間：土、日曜日で月3~4回 10:00〜18:00 ※学校などの長期休暇時は他曜日も可能な方大歓迎
賃 金：時間給 850円
問合せ： ＆Fax：042-527-9203
E-mail：takeoff1997@nifty.com
●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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たちかわ散策ウォーキング開催しました
立川商工会議所と、市民活動センターたちかわの協働企画第1弾
立川商工会議所と、市民活動センター立川の協働企画第1弾
商工会議所と市民活動センターで
協働企画?どうして?

「はな・まち・こころボランティア」企画として
たちかわ散策ウォーキングを実施

地域の経済活動の活性化を応援する立川商工会
議所と、ボランティアやNPO活動を応援する市民
活動センターたちかわ。
「営利活動」と「非営利活動」って相容れない
んじゃないの？と思われるかもしれませんが、
「立川を魅力あふれるまちにしたい」
「会員＝市民の力が発揮しやすくなる機会を生み
出したい」という共通目標を持つ、似たもの同士
の団体です。これまで、お互いに広報協力をし合っ
たり、学校の授業プログラム作りを一緒に考えた
り、という機会はありましたが、ゼロから協働企画
を実施したことはありませんでした。

「今回は無理のないことを試行してみよう。今後も
息の長い協働をめざそう」と、商工会議所が前年も
実施した「花の散策ウォーキング」を今年は一緒に
創り上げることにしました。
→チェック
ポイントで
は地域の人
が案内人と
して活躍

双方の団体の市民メンバーで会合を重ねていく中
で、写真愛好家グループや、NPO法人集住グリーン
ネットワークなど「一緒にやろう」の輪が広がって
いきました。

お互いにとって今、必要なことだったから
市民活動センターでは、団塊世代に市民活動参
加をＰＲする道筋が欲しい、参加しやすいボラン
ティアプログラムを開発したい、という悩みを
持っていました。
商 工 会 議所 で は、市民・企 業・団 体 の ネ ット
ワークを作り、積極的に市民社会に貢献したいと
いう方針が出来上がっていました。
「市民が参加しやすいプログラムづくりにまずは
一緒に取り掛かろう」というのは、どちらかがお
願いをすることではなく、双方にとって必要な
って必要なことだったのです。

今後の取り組みにも御期待ください
たちかわ散策ウォーキングの試行を経て、今後さ
らに、お互いの知恵と強みを持ち寄り合えたらと考
えています。
また、いろいろな人が企画や運営に参加できる場
面も広げていきたいと思います。
どうぞご期待ください。

夏!体験ボランティア２００７ 参加者募集！
ステーションにご来所いただくか市民活動センター
たちかわに資料請求してください。
２、希望する活動を選んで「参加申込書」を書く
活動先一覧表を参考に、参加申込み書に必要事項
をご記入ください。高校生以下の方は同意書に保護
者のサインが必要です。
3、窓口にて申込み 6月18日〜7月5日(木）
必ずご本人が｢参加申込書｣を市民活動センターた
ちかわ窓口までご持参ください。ご希望をもとに受
入れ調整を行います。
４、オリエンテーションと事前説明会
参加決定したら市民活動センターたちかわのオリエ
ンテーションと各施設の事前説明(施設ごとに形態は
異なります)に参加してください。オリエンテーショ
ンは7月6日(金)か7日(土)のどちらかに参加していた
だきます。
※ご不明な点があれば市民活動センターたちかわに
お声かけください。

■夏！体験ボランティアとは
7月から8月の夏休みの間、ボランティア活動に
参加する体験プログラムです。高齢者施設で、お
年寄りとおしゃべりや納涼祭のお手伝い。障害の
ある人と食事やレクリエーションを楽しんだり。
保育園や子ども達が利用できる施設で、ふれあい
や一緒に遊んだり。様々なプログラムを用意して
います。興味を持っていただけたら活動先一覧を
ご覧ください。
■参加対象と参加費
市内または近隣の在住在勤･在学の中学生以上。
一部小学生受入れも行っています。
参加費は500円(資料代など) です。
■参加方法
1、｢活動先一覧を受取る｣ 6月15日(金）〜
市民活動センターたちかわ窓口、伊勢丹6階あい
あいステーションにご来所いただくか、140円切
手を同封のうえ、住所･氏名を明記してあいあい

●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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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・グルメシティ立川若葉店・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
洋菓子のお店 プルミエール・カフェ・グリーンズ
◆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。平成18年度より2年度ごとの更新です。
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）
※情報検索用に無線LANと館内貸出用パソコンがお使いいただけます。
■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
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都立立川短大
第四小学校
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いなげや

