市民活動センター★
たちかわ通信
◆編集・発行◆
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

〒 190-0013 立川市富士見町 2-36-47
042-529-8323 Fax ： 042-529-8714
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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。

◆開所日・時間◆
月〜金曜日 8 ： 30 〜 19 ： 00
土曜日
8 ： 30 〜 17 ： 15

※日曜日・祝祭日はお休みです。
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市民活動センターたちかわ運営委員会
「寄附文化を創ることに取り組みたい」「セン
ターの広報力アップをはかろう」「防災をテーマ
に地域のつながりを作れないか」「お父さんたち
向け体験学習プログラムがあったらいいのでは」
などなど気になっていることが色々と出されてい
ます。
“市民にとって真に必要とされるセンター”
を模索しながら、運営委員会は進行中です!

新運営委員会スタート
市民活動センターたちかわでは、「センターが
何にどう取り組んでいくか」を市民による運営委
員会で決めています。
今 年 度 は、2 年 任 期 の 委 員 の 改 選 時 期 に あ た
り、新たに8名の運営委員を迎え、20名の体制で
新規スタートしています。
アートで立川のまちを盛り上げようという人、
環境学習を提供している人、障害者の生活支援に
取り組む人。会社勤めをしている人、定年退職後
の新たな生活を始めている人、子育て中の人、組
織を取りまとめる立場にある人などなど、運営委
員会がなければ、同じテーブルに着くことはな
かったかもしれない魅力溢れる市民で構成されて
います。
“多様な背景を持った市民が知恵を持ち寄り、
それぞれのチカラを引き出しあうことが大切”
ということを運営委員会自らが実践中です。

ある日の運営委員
会。行きつ戻りつ
立川のまちづくり
への想いがアイデ
アとして溢れ出て
きます

＜＜＜今月号のもくじ＞＞＞

センターのあるべき姿はなんだろう?を探りながら
運営委員会では、常に立ち止まり、皆で「こう
だろうか」「でもこういうこともあるんじゃな
い?」と確認し合って結論を出すというプロセスを
大事にしてきました。
新たな取り組みをした際は、「何が足りなかっ
たか探しの反省会」をするのではなく、「新たに
こんな人とのつながりが出来たね」を共に味わう
時間を分かち合ってきました。

○市民活動センター運営委員会
○夏！体験ボランティア２００７
○新潟県中越沖地震義援金について
○都立高校奉仕体験活動報告
○情報コーナー
○地域福祉コーディネーター活動報告
○貸し出し機材の紹介
○市民活動センターからのお知らせ
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夏！体験ボランティア２００７
○子どもに関わる活動
・保育園でのお手伝い
・児童館での遊び相手
・夏季イベントのお手伝い

「夏！体験ボランティア」が始まりました
「夏！体験ボランティア」は、「夏休みを利用
して、ちょっとだけボランティアしてみたい」
「ボランティアをしてみたいんだけど、どうした
らいいんだろう？」というみなさんが、夏休みな
どの期間を利用していろいろなボランティア活動
を体験できる企画です。

など

まだお申込みできます！
申込期間は過ぎましたが、プログラムによって
は、まだお申込みできるものもありますので、ご
興味のある方は市民活動センターたちかわまでお
問合せ下さい。

例えばこんな活動があります
○高齢者に関わる活動
・日常生活の援助
・高齢者のお話し相手
・趣味活動の補助 など

問合せ：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/Fax042-529-8714
E-mail：e-zuka@yel.m-net.ne.jp

○障害児・者に関わる活動
・利用者さんとの交流
・アウトドア活動のお手伝い
・福祉作業所での作業補助 など

新潟県中越沖地震義援金について
7月16日(月)10時13分に新潟県中越沖を震源と
する大規模な地震が発生しました。
現地災害対策本部では、被災者への支援に向
けて義援金を募集しています。
義援金は、県、日本赤十字社新潟県支部、新
潟県共同募金会等で構成される義援金分配委員
会によりに公平に配分が決定されます。

問合せ
(1)義援金の受入
新潟県出納局管理課決算・資金係
025-280-5484
Fax 025-284-2772
(2)義援金の配分
義援金配分委員会
新潟県福祉保健課
025-280-5176

義援金振込先
銀行振込 口座名義はいずれも
「新潟県災害対策本部」
第四銀行県庁支店(普）1278298
北越銀行県庁支店(普）254926
大光銀行新潟支店(普）3013642
新潟県信連本店(普)0011243
新潟県災害対策本部新潟県労働金庫新潟南支店
(普) 4876932
新潟信用金庫出来島支店(普）1021753
みずほ銀行新潟支店(普）1822115
三菱東京UFJ銀行新潟支店(普）0896034
三井住友銀行新潟支店(普）7058715
住友信託銀行新潟支店(普）7157985
みずほ信託銀行新潟支店(普）4493800

災害ボランティアについて
※現地入りをお考えの方は、すぐには行動せ
ず、今後、ボランティア本部からの状況報告/
要請等を待って行動してください。
新潟県災害救援ボランティア本部
http://www.fukushiniigata.or.jp/activity/
volunteer/saigai3.html
025-281-5551
住所:〒950-8575
新潟県新潟市上所2丁目2番2号
（新潟ユニゾン3階）
新潟県社会福祉協議会内

郵便振替
口座番号:00580-3-7
口座名:新潟県災害対策本部

●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年度都立高校奉仕体験活動報告
平成19年度から都立高校において「他者に共感し社会の一員であることを実感する」「社会に役立つ
喜びなど多くのことを体験的に学ぶ」ことを目的に奉仕体験活動が必修科目となりました。
市民活動センターたちかわでは、市内3つの都立高校からご相談を受けながら「高校生が多くのことを
感じながら人と関わる機会を提供したい」と体験活動先の紹介やプログラムづくりの支援を行っていま
す。各校の現在の取り組みについてご報告します。

砂川高校通信制課程
自宅学習・レポート提出・年24回のスクーリングによって、学習を
進めている学校です。
7月7日(土)のスクーリングの授業では「進路」というテーマで、多
彩な仕事に携わる4人のゲストを招き、「どんな仕事をしているのか」
「これまで紆余曲折しながら、なぜ今の自分にたどりついたのか」と
いう率直な話を聴き、自分自身の今後を考える学習となりました。
スポーツインストラクターから高齢者の体操指導士に至った方、サ
ラリーマンから中華料理人を経て障害者ホームヘルプサービスのコー
ディネーターに至った方、憧れの雑貨店を始めて7ヶ月でお店を閉じた方、転職を繰り返し、ネット
関連の仕事を生活の糧にしながら、長年の夢であったミュージシャンの活動も始めた方。
それぞれの方の選択に意味がありました。「仕事」の意味は人それぞれ違うこと、自分自身で生き
方を切り開いていくことを学ぶ機会となりました。
今後、生徒さんからのレポート返却を待って、秋の授業づくりを教員の方と共に進める予定です。

立川高校全日制課程
夏休み期間に部活動に所属している生徒さんは「中学生を対象にした部活動体験」、部活動に所属
していない生徒さんについては「児童館での活動」「環境活動」「高齢者へのパソコン指導」等の活
動を3年間の計画で進めています。
7月17日(火)には、事前学習として、大学生2人に登場していただき、学生時代に行ったボランティ
ア活動での経験談やそれによって得たものなどについてお話をしていただきました。その中で「誰か
のために何かをしようとは思わないで欲しい」「楽しんで活動して欲しい」「出会いを大切にして欲
しい」という話があり、生徒さんには、同年代の方のボランティアに関する話への共感がうかがえま
した。

立川高校定時制課程
社会に出ていくためには、人とのコミュニケーションが重要と考え、話を聞くための基礎となる傾
聴トレーニングや地域で働いている人のミニ講演会などを年16回にわたり進める予定です。
傾聴トレーニングの内容自体は少し難しかったかもしれませんが、「恋愛にも傾聴が必要なんだ
よ」という講師の話に興味深く聞き入っている生徒さんもいらっしゃいました。今後は、「仕事」を
キーワードに3人の講師からお話を伺う予定です。将来、仕事に就く際の1つの材料となればと準備
を進める予定です。

北多摩高校全日制課程
1年生320名が学習に臨みます。人数が多いこともあり、活動は「保育園での体験活動」「小学校
での読み聞かせ・遊び相手」から「昭和記念公園での清掃活動」「環境活動」「高齢者や商店の方な
どに、人生、仕事、生き方など聞く」など9グループに分かれて活動に取り組む予定です。
グループは生徒さんが自分で選択し、体験したことや成果は校内で活動発表を行います。

●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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〜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
8月

9月

イベント名

場 所

問合せ先

5 日 (日) NPO法人 MOTHER SHIP
チャリティーイベント サマーコインサート

井上レディースクリニック

P.4 参照

9 日 (木) 肩掛け人形芝居 ねずみのすもう

たまがわ・みらいパーク

P.4 参照

8 日 (土) 市民向け学習会「子どもと向き合う」

立川市女性総合センター
アイム

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

●

●

●

■サマーコンサート♪ぼくらはみんな生きている♪
第27回「MOTHER SHIP」チャリティーイベントのお知らせ
★ユニット「結（ゆい）」によるさわやかな歌とピアノのコンサート
（渚のアデリーヌ／ノクターン／千の風になって）
★井上エンターテイナーズによる
・ピンクリボンキルトを作ろう！
・子育てワンポイント講座
・みんなで歌おう♪（ぼくらはみんな生きている／いつでも何度でも他）
日 時：8月5日(日)14:00~16:00（開場13:30）
場 所：井上レディースクリニック・1Ｆホール（立川市富士見町1-26-9）
参加費：1家族・１カップル・1人 500円（子ども無料）
申込み：氏名・電話番号・参加人数（大人・子ども）を明記の上お申込み下さい。
問合せ：NPO法人 MOTHER SHIP
/Fax：042-527-1454（担当：杉田さん・高橋さん・山田さん）
E-mail：concert@m-ship.net
URL：http://www.m-ship.net/

■肩掛け人形芝居「ねずみのすもう」
室町時代から江戸時代まで行われていた、日本古来の芸能を現代に復活させた肩掛け人形芝居。人形がしこを
踏む。その響きが身近に伝わる、小さな舞台の大きな空間をお楽しみください。出演は「人形芝居 燕屋」。

日 時：8月9日（木）11:00（開場10:30）
場 所：たまがわ・みらいパーク(旧多摩川小学校)視聴覚室
参加費：無料
主 催：たまがわ・みらいパーク企画運営委員会
運 営：NPO法人立川子ども劇場
問合せ： 042-525-8611（担当：鈴木さん）

(立川市富士見町6-46-1)

●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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■ホームヘルパー2級養成講習会受講生募集
在宅で日常生活の援助を必要とされる方に、サービスを提供する方のための研修です。座学が18日・実習が5
日間の計23日間で修了できます。どなたでも受講可能です。

時：①平成19年 8／21（火）開講〜11／11（日）修了式（火・木・土コース）
②平成20年 1／15（火）開講〜4／6 （日）修了式（火・木・土コース）
③平成20年 3／10（月）開講〜5／11 （日）修了式（月火水木金コース）
締切り：①8/14(火)17:00まで ②1/8 (火)17:00まで ③3/3 (月)17:00まで
場 所：＜講義・演習＞やわらぎ・にんじん協議会研修センター
＜実習＞立川市・日野市・国分寺市等
参加費：56,800円（受講料50,000円・テキスト代6,800円）
申込み：最寄りの事業所まで「講習の案内」を受け取りにお越しいただき、申込用紙に必要事項を
ご記入の上ご提出ください。
※申込み多数の場合は抽選となります
問合せ：特定非営利活動法人ケア・センターやわらぎ本部（立川市錦町2-3-1後藤ハイツ１階）
042-523-3552/Fax042-523-7077（担当：寺脇さん・小松さん）

日

■ホームヘルパー2級養成講習会受講生募集
ヘルパー2級の資格を取りませんか！取得に便利な土曜日と日曜日のみの開催です。
充実の講師陣があなたをお待ちしております。

日 時：9月1日（土）〜12月15日（土）の土曜日と日曜日
概ね9:30~16:30
場 所：至誠キートスホーム（立川市幸町4-14-1）
参加費：70,000円（教材費込み）
※修了後至誠ホームで1年働いた方への返金制度あり
定 員：20名
申込み：住所・氏名・年齢・職業・志望動機を記載の上、ハガキ・Fax・E-mailのいずれかの方法で
お申込みください。
※締切りは8月28日（火）
問合せ：社会福祉法人 至誠ホーム統括事務局（立川市錦町6-28-15）
042-527-0035/Fax042-527-2646（担当：大澤さん・五十嵐さん）
E-mail：shisei-home@shisei.or.jp

■市民向け学習会「子どもと向き合う」
〜子どものためという前に〜
まわりに「気遣う子育て」より、子どもを理解し、自分の「気持ちが楽な子育て」とは？
講師が皆さんの質疑に丁寧にお応えくださいます。

講 師：青木悦さん（ジャーナリスト）
日 時：9月8日（土）14:00~16:00
場 所：立川市女性総合センターアイム 第三学習室（5Ｆ）
参加費：500円
定 員：50名（申込み締切 8月末日）
申込み：名前と電話番号を記入し、ファクスで申込み下さい。
Fax042-531-5927（担当：山中さん）
問合せ： 080-5524-4601（担当：北原さん）
主 催：チャイルドラインたちかわ
（2007年度市民活動センター助成金事業）
●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

●

●

●

■やわらぎサロン「貸し会議室」のご案内
地域での集まり・ボランティア活動･サークルの集まりや会議等に、会議室をお貸しいたします。
貸出時間
第1会議室
会議用机・椅子完備
10~12名
第2会議室
面積約18坪
30~35名

9:00~21:00
1時間単位

貸出料金
1時間2,000円

1) 9:00~12:00

10,000円

2) 13:00~17:00
3) 18:00~21:00
4) 9:00~21:00

13,000円
15,000円
30,000円

用途（例）
少人数の会議
昼食会
懇親会など
スクール形式
シアター形式
口の字形式
など

※上記以外のご利用時間に関しては、ご相談に応じます。
＜無料サービス＞ホワイトボード・イス・テーブル・マイク・ビデオデッキ
＜有料サービス＞ＯＨＰ・スライド・液晶プロジェクター
場 所：特定非営利活動法人ケア・センターやわらぎ研修センター（立川市錦町2−3−1後藤ハイツ1階）
申込み：ご希望日時を電話でお問合せ後、所定の申込用紙にてお申込みください。
問合せ：特定非営利活動法人ケア・センターやわらぎ 研修センター
042-523-3552/Fax042-523-7077

■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
路上生活をしたり、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。
一枚のハガキでできること・・・
シャプラニールは、書き損じハガキ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総額約1700万円(ハガキ、古本、カードなどの回収品含む)のご寄付が
集まりました。
暑中見舞い・残暑見舞いを書くこの時期に、是非書き損じハガキを子ども達の支援のために送って下さ
い。
いただいたハガキは、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：「シャプラニール」ステナイ生活宛
〒169-8611 新宿区西早稲田2-3-1 早稲田奉仕園内
03-3202-7863/Fax03-3202-4593(担当：中村さん）
E-mail ：info@shaplaneer.org
URL：http://www.shaplaneer.org/

●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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「地域づくり」〜地域福祉コーディネーター活動報告〜
て、おしゃべりをする場所を作っていく必要を
感じます。
また地域福祉コーディネーターは「福祉」と
いう言葉がついていますが、ゴミ出しマナーの
問題、野良猫問題などの話も寄せられます。ど
れも住民と専門機関が協力して取り組むこと
で、地域のつながりが強化されるきっかけにな
ると考えていますので、あまりテーマは絞らず
に色々な話題が寄せられると有難いと考えてい
ます。
日常的な活動については、センターホーム
ページでブログを作りました。ご高覧頂けると
幸いです。

４月より、栄町と若葉町をモデル地域として地
域福祉コーディネーターが配属になりました。
現在までのところ、地域の各種団体へのＰＲ
をしながら、ヒアリングもしています。例えば
何人かの自治会長さんからは、「自治会加入者
が減ってきている」「担い手がいない」「これ
では発災時の助け合いで力を発揮できないので
はないか」等が出されました。さらに他の各自
治会さんと老人会さんには訪問をしていき、課
題を抽出する予定です。
ご高齢者関係のご相談は比較的多く寄せられ
ます。「出かけていく場所がない」「最近、近
所で閉じこもりがちな人がいるのが心配」「家
族から虐待されている」などが寄せられていま
す。虐待や介護の問題は適切な専門機関におつ
なぎしていますが、「出かけていく場所」など
は解決する機関はありません。そもそも虚弱な
高齢者が集まれる場所が少ないので、あまり有
効な情報提供ができていないのが実情です。本
会ですすめている「支えあいサロン｣活動を進め

→ある自治会で開催
した「ふれあいサロ
ン」認知症予防講座
の様子

〜地域福祉コーディネーター連絡先〜
042-537-7147/Fax042-537-7157

貸し出し機材のお知らせ
市民活動センターたちかわでは、市内の非営利団体やボランティア活動をしている市民の多くの方に
ご利用していただくために、市民活動やまちづくり関する本、学校の体験学習や講習会などで使用でき
る車イス、アイマスク、他にも印刷機、拡大コピー機、パソコンなどの機材貸し出しを行なっていま
す。是非、ご活用下さい。
■貸し出し機材
①印刷機
：ハガキ〜Ａ３まで印刷可能
※印刷用紙は持参していただきます。
②拡大印刷機
：Ａ４サイズの原稿をＡ１に拡大できます。垂れ幕やポスター作成にも便利
③パソコン
：検索情報・持ち込まれたフロッピー、ＣＤ−Ｒの内容を印刷します。
④プロジェクター：「たちかわパソコン倶楽部」が所有するプロジェクターを
立川市総合福祉センター内または館外でご利用可能です。
⑤電子ピアノ
：「虹の音楽隊」が所有する電子ピアノを立川市総合福祉センター内で利用可能
⑥車イス
：体験学習や講演会など館外での利用可能です。
⑦アイマスク
：体験学習や講演会など館外での利用可能です。
⑧書籍
：NPO・まちづくり・ボランティア・組織マネジメント等の本を揃えています。
※①〜④は使用に関しては有料になります。
■申込み
①事前にお電話を入れていただくか直接市民活動センターにお申込み下さい。
※先着順とさせていただきます。
②申込みの際に、使用簿、申込書にご記入して頂きます。
③ご利用の際は、市民活動センター職員までお声掛け下さい。
■問合せ
市民活動センターたちかわ
042-529-8323 /Fax 042-529-8714

●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

ごんにんごん

都立立川短大
第四小学校
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◆編集・発行◆
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

〒 190-0013 立川市富士見町 2-36-47 Tel ： 042-529-8323 Fax ： 042-529-8714
【E-mail】aiaivc@whi.m-net.ne.jp 【URL】http://act.annex-tachikawa.com/

◆開所日・時間◆
月〜金曜日

8:30 〜 19:00

●

●

土曜日 8:30 〜 17:15

●

※日曜日・祝祭日はお休みです。

イベント・講習・講座

●

●

●

■たまがわ・みらいパーク夏のプログラム＆スタッフ募集！
旧多摩川小を｢子どもを中心にみんなが楽しめる場」にしようと、市民と市が協働でつくったのが、『たま
がわ・みらいパーク』です。
みらいパークでは、「○○したい！というひらめきを大切にしながら、のびのびと、しっかりと遊び切れ
て、大人にも子どもにも居心地のいい場所でありたい」こんな風に考えながら開園しています。
この夏、イベント、講座の参加者を募集しています。
また、一緒に活動するプレイスタッフも募集しています。
みんなの知恵と力で楽しい場所にしましょう！

〜子育てひろば〜
子育て支援ボランティアグループ｢ミニトマの木｣では、｢ひろば･ミニトマの木｣を開催してます。
広場に集まった方々との交流、見守り保育をしています。
日 時：①8月3日(金) ②10日(金) ③12日(日) ④17日(金)
⑤24日(金) ⑥26日(日) ⑦31日(金)
11:00〜15:00(※全日程共通)
場 所：たまがわ･みらいパーク内 子育てひろば
〒190-0013 立川市富士見町6-46-1
内 容：子育てひろばでの交流･見守り
問合せ： /Fax042-531-5134 (担当：池谷さん)
E-mail：gingaike@yel.m-net.ne.jp
URL： http://regalia.nir.jp/~yae-abe/

〜プレーパーク〜
自然の中で泥んこ、水遊び、基地つくり、穴掘り、食事つくりなど、
自由に遊び、いつもドキドキの冒険をして楽しんでいます。
日 時：①8月5日(日) ②19日(日) ③20日(月)
10:00〜16:00(※3日間共通)
場 所：グラウンド
内 容：プレーパークでの冒険遊び
問合せ： /Fax042-595-1009 (担当：田中さん)
URL：http://www.geocities.jp/tachikawa_playpark/

〜夏休み宿題相談教室〜
日 時：①8月27日(月) ②28日(火) ③29日(水) ④30日(木)
※9:30〜15:30(全日程共通)
場 所：教室3階2部屋
内 容：夏休み宿題相談教室
問合せ： 042-543-1122 (担当：村井さん)

⑤31日(金)

〜プレイスタッフ養成講座参加者募集〜
たまがわ・みらいパークでは、ものづくりや仲間遊びを通し、想像力や創造性、自主性を育てる遊びに重
点を置いています。11月のイベント「ミニ立川｣の開催に向けてプレイスタッフ養成講座を開いています。
講座では、子どもの遊び体験、ものづくり(アート)のスキルを習得できます。
講座を受講してスキルを身に付けたプレイスタッフは、子どもたちのための遊びのサポーターです。
たまがわ･みらいパークスタッフとして認定され、活動にいつでも参加できます。
なお、子どもスタッフも募集しています。みんなでみらいパークをつくりましょう！
※養成講座以外にもボランティアスタッフ募集をしていますので、参加ご希望の方は、
お問合せ下さい。
※養成講座受講者は高校生以上が対象
※子どもスタッフは小学4年生以上が対象
日 時：①8月5日(日) ②19日(日) 13:00〜17:00(※両日とも)
場 所：教室4階
参加費：大人：3000円・学生：1000円(高校生：500円）
運 営：たまがわ･みらいパーク企画運営委員会･プラッツ･まちとこどもの環境研究所
問合せ： /Fax042-528-4432 (担当：本郷さん)
E-mail：info@npo-plads.com

■福祉車両の運転スタッフ募集
福祉車両の運転に興味のある方、福祉の仕事に興味のある方、是非ともご応募ください。
業務内容：障害や高齢のため外出が困難になっている方に対して行われる、福祉車両の運転です。
また、べッドなどから起き上がるときの見守りや歩行の際には若干のサポートをして頂く
こともあります。
リフトカー(ハイエース)の運転がメインとなりますが、一定の知識と技術が求められるため、
採用後は研修及び実習に参加して頂きます。
勤務地 ：立川市曙町1-13-14 鈴木ビル1F
勤務日時：応相談(週1回の運行のみでも可)
賃 金 ：時給800円
問合せ ：〒190-0012 立川市曙町1-13-14 鈴木ビル1F
042-526-2898/Fax042-521-1664
社会福祉法人 幹福祉会 ヘルプ協会〔たちかわ〕
移送事業部(担当：経塚さん)

