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ふれあいミュージックフェスティバル２０１０
ふれあいミュージックフェスティバルは、障害
のある方や小さなお子さん連れの方でも、誰もが
一緒に楽しむことのできるコンサートです。東京
ガス㈱多摩支店や国立音楽大学の協力のもと、今
回で18回目を迎え、毎年1,000名以上の来場者か
ら好評をいただいています。
今年は、『クリスマス名曲集～ブラス＆ハンド
ベル』というサブタイトルの通り、昨年度好評を
いただいた40名以上の規模で構成される国立音楽
大学ウインド・オーケストラのみなさんによるブ
ラスサウンドをお届けします。
また、休憩時にお楽しみ抽選会も行ないます。
一足早いクリスマス気分を味わいに、ぜひお越し
ください。
日 時：12月18日(土) 14:00～16:00(開場13:15)
場 所：国立音楽大学
講堂大ホール(立川市柏町5-5-1)
参加費：無料(要整理券)
申込み：11/1より、市民活動センターたちかわへ
お問合せください。

ふれあい
ミュージック
フェスティバル
2009の様子

♪♪プレコンサート2010♪♪を開催しています

立川市内の福祉施設に国立音楽大学の学生のみな
さんが出張して演奏をしてくれるプレコンサー
ト。演奏はもちろんのこと、学生のみなさんとの
出会いを施設の高齢者や障害のある方が、毎年楽
しみに待っています。今年も9月から11月の期間で
6施設で開催しています。施設の利用者の方から好
きな曲などをリクエストして演奏して頂きまし
た。学生のみなさん、本当にありがとうございま
す。
10月16日 砂川園にて
金管五重奏の様子
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市民活動センターたちかわ助成事業（後期）審査結果
平成22年度の市民活動センターたちかわ助成事
業(後期)は、下記のように助成することが決定し
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://www.tachikawa-shakyo.jp/
skct/)団体一覧のページをご覧ください。

また、現在登録団体の皆さんが使いやすい助成
制度を目指して、助成制度の改善を検討していま
す。変更点や申請開始時期等については、今後の
あいあい通信や市民活動センターたちかわ通信で
お知らせしていきます。

平成22年度 市民活動センターたちかわ助成事業(後期)審査結果
No.

団体名

申請区分

申請内容

助成額

1

文化・芸術いきいきネットワーク

市民交流事業

社会福祉施設の文化支援「クリスマスの山下
洋輔ジャズコンサート」に関わる経費

\ 100,000

2

西砂・一番市民活動ネットワーク

立ち上げ資金

人と人とのつながりをつくる場づくりとしての
オープンガーデンづくりに関わる経費

\ 50,000

3

子育て支援ボランティア
ミニトマの木

市民交流事業

「ことばの教室」講演会に関わる経費

\ 22,400

4

学ボラの会

市民交流事業

「話し方・聞かせ方をみんなで学ぼう会」に関わ
\ 24,000
る経費

5

地域デイサービス テイクオフ２

市民交流事業

地域の方が気軽に楽しく参加できる活動に関
わる経費

合計

\ 45,000
\ 241,400

誰もが暮しやすい立川を考える講演会
～障害のある方の人権を守るために市民ができること～を開催します
時：11月27日(土) 13:30～15:30
所：立川商工会議所 第3学習室
(立川市曙町2-38-5
ビジネスセンタービル12階)
講 師：山本譲司さん
参加費：無料
申込み：市民活動センターたちかわ
042-529-8323／Fax：042-548-1724
aiaivc@whi.m-net.ne.jp
主 催：障がいのある人もない人も暮しやすい立川
を考える会

日
場

社会の中に居場所がなく、孤立し、排除され、
不幸にして罪を犯すに至ってしまう障害のある方
がいます。服役後も福祉のセーフティネットの網
から漏れてしまい、繰り返し罪を犯してしまうこ
とが大きな社会問題となっています。
これは、罪を犯してしまう障害のある方だけの
問題ではなく、人や地域のつながりの希薄化など
社会を取り巻く環境の変化や福祉施策などの支援
体制にも多くの課題があるのではないでしょう
か。
そこで、障害がある人もない人も誰もが支え合
いながら地域の中で暮していくために、私たち市
民にできることは何かを考えるための講演会を開
催します。
今年度は、『獄窓記』や『累犯障害者』などの
著者でもある山本譲司さんをお招きし、服役経験
から見えてきた障害のある方を取り巻く社会課題
や必要な支援体制についてお話をいただきます。

この会は、障害のある人もない人も共に安心して暮
すことができる立川市をつくることを目的としていま
す。福祉領域に限らない多方面にわたる機関とネット
ワークを構築し、差別や虐待のない社会を願い、立川
市においても障害者権利条約の制定を目指して活動し
ています。
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立川市社協創立50周年記念事業
大きな節目となるこの年。
先人の、そして私たちの想いを未来へ
日

時：平成22年11月23日(火・祝)
14:00～16:30
会 場：アミューたちかわ(立川市市民会館)大ホール
立川市錦町3-3-20
第1部 式典
○社会福祉協力者への顕彰など
第2部
○講演
｢認知症の方を地域で支える
～私たちにできること～｣
講師:長谷川和夫さん
○吹奏楽の演奏 立川市立立川第二中学校吹奏楽部

第1部の式典では、立川の福祉にご尽力いただ
いた方々に対する顕彰などを実施します。また、
第2部では、認知症の権威である長谷川和夫さん
の講演と、その実力はトップクラスと言われてい
る立川二中の吹奏楽部のご協力のもと、元気なブ
ラスバンドの演奏をしていただきます。
もちろん入場は無料です。どなたでも参加でき
ますので、ぜひみなさまご来場ください。
役職員一同、お待ちしています。
問合せ
立川市社会福祉協議会
042-529-8300

総務係

創立50周年を迎えることができるのは、市民のみ
なさまの支えがあったからこそ。改めて感謝申し上
げます。
そうした感謝の気持ちを、この記念事業を通じて
市民のみなさまにお伝えできればと準備を進めてま
いりました。

さいわい町地域懇談会 開催します！！
さいわい町地域懇談会では、幸町にお住まいの方
や地域にある団体・施設などの方々にお集まりいた
だき、より暮らしやすい街にするためにどうしたら
いいのかを皆さんで話し合い、取り組んでいます。
前回はそれぞれが普段気になっている課題、知っ
ておきたいことなどのアイデアを出し合いました。
例えば・・・
・震災後3日間で市民が行なわなければならないこ
とはどんなことがあるのか知りたい
・火災報知機をどこに付けたら適切なのかわからな
い
・よく報道されている民生委員の仕事を実はよく知
らない
・自転車に関わる法律が変わったと聞いたので、安
全教室を開いたらどうか。
などのご意見を頂きました。

日 時：平成22年11月9日(火)
19:00～21:00
場 所：幸学習館(立川市幸町2-1-3)
主 催：さいわい町地域懇談会
申込先：さいわい町地域懇談会事務局
市民活動センターたちかわ
042‐529-8323/Fax042-548-1724
全ての事柄を解決することは難しいかもしれま
せんが、一緒に住んでいる街をよりよくしていき
ましょう！
夜回り活動の様子で
す。

今後は、｢人がつながる夜回り｣の他、課題を解決
するための講座を企画・実行するにはどうしたらい
いのかを話し合っていきます。

地域懇談会の様子で
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１５日までにご連絡ください。

●

●

●

イベント・講習・講座

●

●

●

■キネマたちかわ無料上映会
「大地の子守歌」

■やわらぎからお知らせ
①東京都障害者(児)移動支援従業者研修課程(12時
間･通学)
日 時：平成22年12月3日(金)、6日(月) 2日間
場 所：やわらぎ･にんじん協議会研修センター
定 員：20名
対象者：立川市在勤･在住で通学可能な方。
訪問介護員養成研修修了者(予定者)など
費 用：受講料15,000円 テキスト代2,310円
期 限：平成22年11月26日(金) 17:00まで

秋の四国路の野山に美しい鈴の音がこだまする。
幼いお遍路の瞳はつぶらだが盲目であった。少女の
名は｢りん｣という。彼女は四国の山奥でばばと二人
で暮らしていたが、ばばの死後、瀬戸内海の｢みた
らい島｣に売られた。島でりんを待っていたのは売
春 と い う 地 獄 だ っ た。1976 年 作 品、増 村 保 造 監
督。文化庁優秀映画奨励賞ほか数多くの映画賞受
賞。
日 時：平成22年11月16日(火)
開場:9:30 上映:10:00
場 所：西砂学習館 視聴覚室
主 催：キネマたちかわ
問合せ： 042-560-9579(鴨頭さん)

②東京都訪問介護員養成研修2級課程及び
東京都障害者(児)居宅介護従業者養成研修2級課程
日 時：平成23年1月11日(火)～3月19日(土)
火･木･土コース
講義18日間：9:00～16:00
実習6日間：9:00～16:00
場 所：講義は当法人研修センター 実習は立川
市･国分寺市･日野市などの当法人事業者
定 員：30名
費 用：受講料50,000円テキスト代6,800円
(分割可)
その他：教育訓練給付制度指定講座になります。
申込み：最寄りの事業所まで｢講習の案内｣を受け取
りにお越しください。
また、申込書はダウンロードできます。
申込多数の場合は、抽選となります。
URL:http://www.yawaragi.or.jp
期 限：平成22年12月11日(土) 12:00まで
問合せ：ケア･センターやわらぎ本部
立川市錦町3-1-3
第26クリスタルマンション1階
042-523-3552/Fax:042-523-7077

■第7回児童虐防止月間記念至誠学
園開設60周年セミナー
｢こどもたちとともに生きる―育ちあういとなみ｣
というテーマでセミナーを行います。第1部は至誠
学園の子どもたちとスタッフによる合唱、第2部は
村瀬嘉代子先生と高橋利一学園長による対談です。
日 時：平成22年11月19日(金)
開場17:30 18:00～20:30
場 所：立川市市民会館アミューたちかわ
小ホール（立川市錦町3-3-20）
定 員：200名 入場無料
申込み：メールもしくはファクスにてお願いいたし
ます。
社会福祉法人至誠学舎
立川至誠学園児童事業本部
042-524-2601(土居さん)
Fax:042-524-2367/ info@shisei.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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■フェローホームズからお知らせ

■子育てで頑張っている心と体
私たちと一緒にリフレッシュしよう！

①23夜サロン開催します
認知症をおもちの方、その家族の方々向けに月
１回の情報共有と交流のサロンです。本年は年4
回、祭日午後にミニデイサービス体験も合わせて
実施します。ご家族もご一緒にお越しください
ボランティアをしてくださる方も募集しており
ますので、詳しくはお問合せください。
日 時：平成22年11月23日(火・祭日)
13:30～15:30★デイサービス体験可能日
場 所：ヴィラ・フェローホームズ
(立川市富士見町2-36-43)

月に一度、講師の先生に来ていただき、体の凝
りを解し、歪みを直していくような運動を加えな
がらバランスボールを使い、体を動かしていま
す。
赤ちゃんや小さなお子様連れも大歓迎です。
(保育なし)
日 時：平成22年11月30日(火)10:00～12:00
場 所：こぶし会館(立川市幸町5-83-1)
募集人数：各回5名
参加費：800円 ボールレンタルは別途200円
持ち物：汗拭きタオル、水筒、動きやすい服装
申込み：はぐはぐ
hugug_tatikawa@yahoogroups.jp
※開催日の1週間前まで。2回コースではありませ
んので、1回づつ申込みをしてください。

②市民公開講座
｢教えてＤｒ.認知症との上手な付き合いかた｣
高齢者の病気の特性(特に認知症について)をわ
かりやすく解説していただくとともに、家庭にお
いてどのように日常生活を持続していくかという
ポイントを教えていただきます。
日 時：11月27日(土)14:30～16:00
講 師：都築義和先生（つづきクリニック院長）
場 所：都住宅供給公社
立川富士見町住宅15号棟集会室
参加費：無料
主 催：立川市高齢福祉課/社会福祉法人恵比寿会
①・②問合せ：
社会福祉法人恵比寿会 フェローホームズ
&Fax:042-523-7601/042-523-760
fujtani@fellow-homes.or.jp(藤谷さん)

■みんなの展示場
中村洋久絵画館からのお知らせ
●「柴崎町」中村洋久絵画館
(立川市柴崎町2-21-17)
①中村洋久の「駅前散歩ペン画展」
②｢女子プロゴルファー直筆サイン入り似顔絵
展」
③｢プロ画家等の作品展｣
日 時：平成22年11月13日(土)～12月23日(祝)
土日祝日開催 10:00～16:00

■地域猫勉強会
｢地域猫｣を作った黒澤氏をお迎えして、正しい
地域猫について勉強会を開きます。地域猫に興味
のある方、活動を始めてみたいと思っている方、
飼い主のいない猫でお困りの方、そんなにむずか
しい勉強会ではありません。ぜひ、ご参加くださ
い。
日 時：平成22年11月7日(日) 13:30～16:30
場 所：女性総合センターアイム 第１会議室
(立川市曙町2-36-2)
講 師：黒澤 泰氏
(横浜市神奈川福祉保健センター)
工藤 久美子氏
(NPOねこだすけ代表理事)
参加費：無料・事前申込み不要
問合せ： 090-5532-1511(ハマヤさん)
tachikawachiikineko@gmail.com

●「錦町」みんなの展示場中村洋久絵画館
(立川市錦町5-16-9)
①仲間の輪を広げる｢絵手紙展｣
日 時：平成22年11月3日(祝)～28日(日)
土日祝日開催 10:00～16:00
②田中怜の「マンガシリーズ」
日 時：12月4日(土)～23日(火・祝)
土日祝日開催 10:00～16:00

問合せ：みんなの展示場中村洋久絵画館
&Fax:042-524-4702
h-naka77@zat.att.ne.jp (中村さん)
※個人、団体で描いた作品の展示もできます。
詳細はお問合せください。

●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絡ください●
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■『塩のパワーと円氣功教室』
～からだを洗う気功～

■立川市障害者週間イベント
立川市では今年の｢障害者週間｣を平成22年11月
24日(水)~30日(火)とし、下記日程で啓発イベント
を行います。障害のある方もない方もお気軽にお
越しください。
①福祉制度や福祉マップなどのパネル展示
②福祉機器の展示・相談など
③出張窓口相談
障害福祉課職員
10:00~16:00
ピア･カウンセラー 14:00~16:00
精神保健福祉士 24日(水)のみ 14:00~16:00
④パンフレット・作品展示や映像による市内福祉
団体の紹介
⑤車いす、幻聴・幻覚体験 14:00～16:00
日 時：平成22年11月22日(月)～28日(日)
場 所：立川市女性総合センター・アイム
ギャラリー
(立川市曙町2-36-2)
参加費：無料
申込・問合せ：
立川市障害福祉課(畠山さん)
042-523-2111/FAX042-529-8676
NPO法人 自立生活センター・立川
福祉ホットライン(鶴園さん)
042-526-1418/FAX042-523-5545

意識と意念でからだと心を洗い開放しましょ
う。ソルトルーム体験可。毛穴から細胞の汚れや
古い氣を出し、リフレッシュ。
参加費の一部は、アジアの学生のための支援金
とさせて頂きます。
日 時：平成22年11月13日(土)、14日(日)
氣功教室 13:30～14:30
ソルトルーム 15:00～17:00 一回20分
場 所：立川市錦町1-15-19 2階
参加費：氣功教室 1,500円(お茶付)
ソルトルーム20分 1,000円
申込み・問合せ：NPO法人 円十字協力
042-528-0036
info@enjuji.org

■第７９回『ブタがいた教室』
日

時：平成22年11月23日(火・祝)
①10:00～ ②12:55～ ③15:50~
場 所：立川市女性総合センター･アイムホール
(立川市曙町2-36-2)
参加費：前売り券800円 当日1000円
申込み：立川市親と子のよい映画をみる会
042-535-1456
mokano@sannet.ne.jp（岡野さん)

●

●

ひと・モノ・募集

●

●

■在宅ホスピス・ボランティアさくら
メンバー募集
「住み慣れた我が家で最後まで過ごしたい」とい
う終末期の患者さんとそのご家族に寄り添うボラン
ティア・グループです。

■第8回『ちくちく展』
今年もクリスマスやお正月に贈りたくなるよう
な手作りの品が多数、集まりました。手作りのぬ
くもりを感じにいらしてください。
クリスマスリース・パズル・カード・干支の鈴
などがございます。
日 時：平成22年11月23日(火・祝)～28日(日)
10:00～20:00(最終日16:00)
場 所：伊勢丹立川店6階
ハートフルステーション
(立川市曙町2-5-1)
申込み・問合せ
立川市社会福祉協議会あいあいステーション
042-540-7484

ボランティアの内容
・簡単な家事援助、草花の手入れ、愛犬の散歩など
・お話し相手、将棋や碁のお相手
・通所サービスのための車による送迎など
研修内容
日 時：平成22年11月18日(木)、25日(木)
いずれも13:00～15:00
場 所：立川在宅ケアークリニック
(立川市幸町5-71-16)
定 員：12名
参加費：1,000円(資料代)
期 限：平成22年11月5日(金)
申込み： 080-1163-5281(岡田さん)

●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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地域福祉コーディネーター活動報告
栄町・若葉町

地域福祉コーディネーターは住民のみなさんと一緒に
「孤立のないまち」を目指して地域福祉活動をすすめます。
市内2地区に専任職員を置いています。

「学習館で子育て支援」始まりました
前号でもお知らせした、｢ママビクス＆ベビー
マッサージ｣の6回連続企画が幸学習館で始まりま
した。申し込み初日の数時間で定員がいっぱいに
なり、ニーズの高さを伺わせました。
10月6日に第1回が開かれ、お母さん同士の交
流も盛んに行われていました。これから行政サー
ビスや地域の資源についても情報提供していきた
いと思います。
途中、お母さんのための体力づくりの時間帯が
あります。そこで泣き出した赤ちゃんをあやして
くれるボランティアさんも募集中です。第1・3水
曜日の午後、都合がつく方は是非ご協力下さい。
11月の予定
○栄町防災訓練(南砂小にて)
13日(土)午前中
自治会に加入されていない世帯の方もご参加下
さい。いざという時、避難所がどのように活用さ
れるべきか考えるきっかけになると思います。

○若葉町の子育てを考える集い（若葉会館）
13日(土)13:30
子育て関係の活動をされている方、関心をお持
ちの方、子育て最中の方。情報交換や意見交換し
ましょう。
○男性介護者の集い（幸学習館）
20日(土)13:30
○若葉町の移動問題を考える（若葉会館）
21日(日)13:30
○若葉町健康フェア（若葉会館）
28日(日)午前
どの企画もお問い合せは下記へお願い致します。
栄町・若葉町
地域福祉コーディネーター連絡先 担当:早川
042-537-7147 Fax：042-537-7157
aiaico@whi.m-net.ne.jp
立川市若葉町3-45-2
北部東わかば地域包括支援センター内

上砂町・一番町・西砂町
■集合住宅に引っ越してきたAさんのつぶやきから
立川駅周辺から、建替えて間もない公営のバリア
フリー住宅に引っ越してきたＡさん。電動車いすの
ままお部屋の出入りも出来、近くには大型スーパー
もあります。｢越してきたばかりの頃は静かでさみ
しい所だと思っていたけど今は快適だよ｣とのこ
と。地域活動に取り組むボランティアグループにも
仲間入りされ、松中小学校のふれあい交流室(休み
時間に子どもたちが自由に訪れることが出来る部
屋)の支え手として早くも活躍中です。
そんなＡさんのつぶやき。
｢今の集合住宅には私以外にも障害のある人が住
ん で い る よ う だ し、お 年
寄りも多そうなんだよね｣
｢災害のあった時など気に
して欲しいから住宅内で
知り合いを増やしたいな｣
｢自治会があるなら入りた
いんだけど｣という訳で、
住民同士の関わり合いが
どんな風になっているのか相談できる人を一緒に探

してみることになりました。
この集合住宅では自治会とは言ってませんが、80
世帯を半分に分け、半年ごとに住民間で管理人を当
番制にしているそうです。現在、管理人をされてい
る住民の方がＡさんのお部屋を訪れてくださいまし
た。
住民同士で相談して作った規約を一緒に再確認。
｢会費集金役の班長だったら私にも出来そう｣｢3ヶ月
に一度の清掃活動は、大変だから参加しなくていい
よって言われたことがあるけど顔を出すようにす
る｣とＡさん。
少しずつ顔見知りが増えたら、住宅内にある交流
スペースでお茶飲み会でもやりたいねと画策中で
す。
上砂町・一番町・西砂町
地域福祉コーディネーター連絡先 担当:枝村
042-534-9501 Fax：042-534-9502
edatamae@blu.m-net.ne.jp
立川市上砂町5-7-4
北部西かみすな地域包括支援センター内

●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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地域の身近な場所で気軽に相談できる無料の初期相談窓口です。市民の生活に即した専門的なご相談
ができます。相談を希望の方は、お電話または窓口にてご予約ください。
法律相談

相談の種類
法律全般

相続
行政手続
税金
年金
高齢者 在宅介護
福祉のしごと
心のふれあい（心配事
など）

実施日
第1･3･4･5 (土)
第 3 (火)
第2･4(火)
第 3 (金)
偶数月 第 2 (日)
偶数月 第 4 (日)
偶数月 第 1 (水)
第 1 (火)

時間

相談員
司法書士
弁護士
相続ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
行政書士
税理士
社会保険労務士
介護支援専門員
キャリア支援専門員

13:00～
16:00

毎週（木）

場所

社協
あいあい
ステーション
（伊勢丹立川店
6階ハートフル
ステーション）

民生委員

※心のふれあい相談については予約不要です。
法律相談等に関するご予約・お問合せは・・・立川市社会福祉協議会あいあいステーションへご連絡ください
相談の種類

実施日

時間

成年後見

第2(土)

13:00
16:00

～

相談員

場所

司法書士 社会福祉士

社協 あいあい
ステーション

成年後見相談に関するご予約・お問合せは・・・立川市社会福祉協議会地域あんしんセンターたちかわへ
ご連絡ください
相談の種類

実施日

アルコール

第2・4(水)

時間
13:00
～16:00

相談員
立川断酒新生会

場所
立川市総合福祉
センター

※アルコール相談については、予約は不要です。
アルコール相談に関するお問合せは・・・立川市社会福祉協議会･総務係へご連絡ください。
社会福祉法人 立川市社会福祉協議会
立川市富士見町2-36-47立川市総合福祉センター
042（529）8300 /Fax:042（529）8714
開所時間 平日8:30～19:00 土曜日8:30～17:00 休館日 日祝日
社協あいあいステーション
立川市曙町2-5-1伊勢丹立川店6階ハートフルステーション内
/Fax:042（540）7484 E-mail:aiaistn@mvc.biglobe.ne.jp

■『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・市内各学習館(旧公民館)・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・窯焼きパン工房ゼルコバ・コミュニティカフェ ステッチ・梅の湯
◆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）
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