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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:042-548-1724
aiaivc@whi.m-net.ne.jp ／ URL ： http://www.tachikawa-shakyo.jp/skct/

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 ～ 17:00 ※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に団体登録しませんか？
■登録制度とは？
市民活動センターたちかわでは、「立川を活動
拠点にしている」「主に立川市民を対象に活動す
る」市民活動団体を対象にした登録制度を設けて
います。登録すると、団体の活動を広く市民にお
知らせし、参加者や支援者を増やすことにつなが
り ま す。ま た、セ ン タ ー か ら 情 報 を お 届 け し ま
す。
■登録するには？
市民活動センターたちかわ窓口にて受付していま
す。「市民活動センターたちかわ団体登録申請書」に
必要事項を記入して提出してください。年間を通じて
いつでも登録できます。
■登録の有効期限は？
登録の有効期限は、平成26年3月31日までです。
■団体登録すると
①市民活動センターたちかわホームページに団体紹介
を掲載させていただきます。ボランティアの募集や講
座の参加者募集などの情報を、自宅からホームページ
にアップすることができます。また、市民活動セン
ターが発行している「市民活動センター★たちかわ通
信」への情報掲載が行なえます。
②「市民活動センター★たちかわ通信」「あいあい通
信」を毎号お届けします。また、市民活動に関する情
報を、随時お知らせします。
③登録証を発行します。この登録証により、学習等供
用施設を無料で利用できます。但し、参加費を取る場
合は有料となります。
④ミーティングスペース、作業スペースの予約を優先
的に３ヶ月前より受付しています。
⑤市民活動センターたちかわの印刷機が低料金で使用
することができます。

※製版マスター代(原稿)1枚あたり50円、インク代
(印刷枚数)は999枚までが無料となっております。
それ以降は印刷枚数が500枚ごとに100円いただき
ます。(通常は499枚までが無料です。）
登録団体の紹介～東京立川断酒新生会～
「お酒を止めたいがなかなか止められない」そのた
めの努力をしているという「共通の体験」を持った
人、そのまわりの家族が自発的に集まり、体験談を
話し、聞くことを通して仲間と共に酒害からの回復
を目指す自助グループです。アルコール問題に関し
てどこに相談したらよいかわからない方、042-5361904(代表：岩本さん）までご連絡をください。
富士見町にある総合福祉センターで、第２・４水
曜日にアルコール相談を行ったり、市民活動セン
ターたちかわ通信の折り込み作業をボランティアで
して下さっている団体です。

＜＜ 今月号のもくじ ＞＞
○市民活動センターたちかわに
団体登録しませんか？
○平成24年度市民活動センターたちかわの
取り組み
○「春の楽市」が開催されます
○認定ＮＰＯ法人＆会計基準セミナーを
開催します
○情報コーナー
○地域福祉コーディネーター活動報告
栄町・若葉町／上砂町・一番町・西砂町
○立川市社会福祉協議会 ふれあい相談
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平成24年度 市民活動センターたちかわの取り組み
市民活動センターたちかわでは、『市民社会を拓きたい』を使命に、充実した相談機能を持ちながら、
市民の活動を支援をしていきます。平成24年度も3つのキーワード｢協働の推進｣｢地域づくり｣｢市民活動支
援｣を柱にして、以下の活動を進めていきます。

□■□ 協働の推進 □■□

□■□ 市民活動支援 □■□

「市民力と連携のまちづくり」
を前進させる

人と人とが参加し、
つながりあう豊かな社会をつくる

○市民と行政機関の協働の推進
・市民と行政機関の協働事業への支援・協力
・｢春・秋の楽市｣実行委員会への参画
○関係機関・団体との協働事業の実施や支援
・スポーツ祭東京2013立川市実行委員会など、各
種委員会への参画
・障がいのある人もない人も共に暮らしやすい立
川を考える会と協働で地域懇談会を開催
・立川市災害ボランティアネットとの連携
・社会課題解決のための関係機関会議への参画
○企業などとの協働事業の実施や社会貢献活動
の支援
・ふれあいミュージックフェスティバルの開催
・商工会議所との連携
○企業のCSR(社会的責任)活動への支援
○小中学校介助員事業のコーディネート

○市民活動に関する相談機能
○地域でのボランティア活動の促進
・夏！体験ボランティア
・楽市案内人ボランティア
・おもしろボランティア大学の開催

市 民 と NPO が
つながるきっか
けにもなった
「東 日 本 大 震
災チャリティコン
サート」

○市民活動情報の受発信機能の強化
・ホームページなどを活用して各団体の活動情報
を発信
・市民活動情報コーナーの設置
・情報誌の発行

□■□ 地域づくり □■□
地域の課題を地域で解決する
しくみづくり
○地域福祉コーディネーターによる住民福祉活
動の推進
栄町・若葉町地区／上砂町・一番町・西砂町
○住民参加による｢福祉のまちづくりの場｣の
醸成
・地域懇談会の開催

市民活動情
コーナーには約
1500種のチラ
シや機関誌を
掲示

・『市民活動センター登録団体紹介BOOK』の
発行
・市内福祉施設のボランティア紹介冊子
『小さな思いが大きな輪に』の発行
○市民活動への参加支援
・NPO法人設立ガイダンス
・市民活動団体向け運営実務あれこれ講座
・市民活動団体向けマネジメント講座
・市民活動団体への助成事業
・活動スペースの貸出
・印刷機・拡大コピー機など機材の貸出
・ボランティア保険・行事保険の受付

幸町地域懇談会
で企画した「立川
で大震災が起きた
ら、どうなる？どう
する？」の様子

・グッドネイバー運動推進団体への支援
・｢支えあいサロン｣活動などの推進
○地域住民との連携による学校での福祉教育の
推進
・市内小中学校、各種学校への出前講座
○東日本大震災避難者の孤立化防止事業
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「春の楽市」が開催されます
｢立川しみん祭｣｢緑化まつり｣｢環境フェア｣｢昭
和記念公園のイベント｣の合同イベントとして｢春
の楽市｣が開催されます。
市民活動センターたちかわは、実行委員会に参
画し、市民活動団体のPRと資金確保のために出店
の取りまとめを行っています。

出店団体名
NPO法人 よりよい住宅環境作りを
支援する会
NPO法人 SPORTS・ACT
柴崎町地区グッドネイバー推進協議会
立川市明るい社会をつくる会
立川福祉作業所 ベーカリー＆カフェ
BAKUBAKU
地域デイサービステイクオフ
NPO法人 自立生活センター・立川
NPO法人 円十字協力
和太鼓『趣』

団体のブースを利用していただくことで、団体
の活動を応援することにもつながります。
みなさまのご来場をお待ちしています。
日時：平成24
日時：平成24年
24年4月22日
22日(日)
10：
10：00～
00～16：
16：00 ※荒天の場合中止
会場：国営昭和記念公園・みどりの文化ゾーン

活動内容
住宅に関わる問題解決や講座の
開催
障害のある方の就労の場
地域でのボランティアや見守り
など
ボランティア活動など
障害のある方の就労の場

販売品目
リサイクル品

障害を持つ子供達の余暇活動の
場
障害者の支援など
氣功の活動など
伝統文化の伝承・交流

フ ラ ン ク フ ル ト・飲 料・春 雨
スープ・リサイクル品
工芸品、飲料
塩焼きそば、塩ブロックなど
トン汁、一口チキンなど

焼きそば・あげたこ焼き
クッキー、飲料
焼きそば
ホットドック・ホットサンド

認定ＮＰＯ法人＆会計基準セミナーを開催します
日

平成23年6月に特定非営利活動促進法(以下：
NPO法)の一部を改正する法律が成立し、平成24
年4月1日から施行されます。
今回の改正により、認定事務が国から都道府県
へ移管されたり、NPO法人に対する新たな会計基
準が導入されるなど、NPO法人を取り巻く環境が
変化しています。
これを受けて東京ボランティア・市民活動セン
ター(以下：TVAC)は、東京都、NPO、専門家と
連携して「認定NPO法人取得等支援事業」を実施
します。NPO法人が都民、企業等からの信頼を得
て、地域課題を解決する上で必要な組織運営を行
えるように支援することを目的としています。

時：①NPO法人会計基準について
5月7日(月) 14:30～16:30
②認定NPO法人制度について
5月11日(金) 13:30～16:30

対

象：東京都が所轄するNPO法人のスタッフや
実務担当者(認定NPO法人の取得や会計
基準導入を検討している法人)
場 所：立川商工会議所・11階会議室
(立川市曙町2-38-5 ビジネスセンタービル)
参加費：無料
申込み：ボラ市民ウェブ、Fax、郵送にて。
都内NPO法人には4月初旬に郵送で
ご案内予定。
問合せ：東京ボランティア・市民活動センター
03-3235-1171／Fax：03-3235-0050

今回、市民活動センターたちかわでは、TVAC
とともにこの事業のひとつである「認定NPO法人
＆会計基準セミナー」を開催します。東京都や専
門家の方から直接話を聞ける機会ですので、ふ
るってご参加ください。申込みはTVACまでお願
いいたします。

※本事業に関しての情報は随時、ホームページに
アップしていきますので、ご確認ください。
○ボラ市民ウェブ：http://www.tvac.or.jp/

●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。

●

●

●

イベント・講習・講座

●

●

●

■‘円氣功’体験レッスン～氣はすべてに通じます～
春から新しい一歩を始めてみませんか。ご自身の眠っている能力を引き出しましょう。カラダに無理
なく、形にこだわらない、誰でも簡単にできる氣功をご案内しています。どなたでもお気軽にご参加く
ださい。3～6名程のアットホームな教室です。動きやすい楽な服装でお越しください。
日 時：平成24年4月7日(土)、4月18日(水) 10:30～11:30
場 所：NPO法人円十字協力内(立川市錦町1-15-19 2階)
参加費：2,000円
その他：参加費の一部は、円十字協力ボランティア支援事業の一環である、アジアの学生の支援や国
内外の施設等への支援金とさせていただきます。
申込み：NPO法人円十字協力
042-528-0036／ info@enjuji.org(千葉さん、野原さん)

■東京賢治の学校公開講座 谷川俊太郎さん・宮澤賢治を語る
谷川さんは宮沢賢治のどんな詩がお好きなのか。それはどうしてなのか。初めに東京賢治の学校創設
者である鳥山敏子がインタビュアーとなり、谷川さんに賢治への思いをお聞きします。そこから先は自
由にお話していただきます。フリートークでのお話で何が飛び出すか、どうぞお楽しみに！(要予約)
日 時：平成24年4月28日(土) 13:30～15:00
場 所：東京賢治の学校ホール(立川市柴崎町6-20-37)
講 師：谷川俊太郎氏(詩人・翻訳家・絵本作家)
参加費：一般2,000円／高校生以下1,500円
問合せ：東京賢治の学校
042-523-7112／Fax：042-523-7113
URL：http://www.tokyokenji-steiner.jp

■シビル市民講座「自伝から読む歴史Ⅲ～石橋湛山」
石橋湛山は日本の歴代首相の中でも希有な理念の人でした。1911年、東洋経済新報入社。自由主義者
として中国大陸への膨張政策に反対します。敗戦後は第一次吉田内閣の蔵相として占領軍と対立。公職
追放解除後、鳩山一郎の後を受けて首相に指名されますが、病に倒れてわずか2ヶ月で辞任を余儀なくさ
れます。岩波文庫「湛山回想」「石橋湛山評論集」をテキストに現代日本の歴史を考えます。(全6回)
日

時：平成24年5月12日(土)、5月26日(土)、6月9日(土)、6月23日(土)、7月7日(土)、7月21日(土)
いずれも18:00～21:00
場 所：立川シビル2A室(立川市柴崎町3-10-4)
講 師：加藤晴康氏(横浜市立大学名誉教授)
定 員：20名(申込順)
参加費：1回1,000円(会員・経済的困窮者、学生800円)
申込み：市民の学習・活動・交流センターシビル
＆Fax ：042-524-9014(河野さん)
civiltachikawa@yahoo.co.jp
●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

●

●

●

■ママサークル・テュットカフェ 保育ボランティア募集
「雑貨をハンドメイドするママサークル」テュットカフェでは、11時から13時までの2時間、子育て
真っ最中のサークルスタッフと一緒に、ハンドメイド講座の受講生のお子様を見守ってくださる保育ボ
ランティアを募集しています。皆さんのパワーを私たちに貸してください！
テュットカフェに親子で遊びに来ませんか？お気軽にどうぞ。
日 時：平成24年4月～11月 11:00～13:00 (月2回不定期で活動)
場 所：たまがわ・みらいパーク・子育てひろば(立川市富士見町6-46-1)
問合せ：市民活動センターたちかわ
042-529-8323
tyttocafe@yahoo.co.jp
URL：http://s.ameblo.jp/tyttocafe/

■音訳ボランティア募集
視覚障害者のための録音テープ及びCDの制作をしています。活動内容は立川市より委託を受け、広
報・市議会だよりの録音、社会福祉協議会、八王子盲学校や個人からの依頼等の録音です。音訳の初級
講習会終了者、または音訳経験者を随時募集いたします。
※活動日、場所はお問合せください。
問合せ：立川市朗読サークル「こえ」

042-525-2271(荒井さん)

■みんなの展示場 中村洋久絵画館からのお知らせ
○第3回 同好会仲間の「デジタル写真展」
この1年間10名が国立昭和記念公園のイルミネーション等、立川市含み近隣の地域をデジカメで撮影
した四ッ切版約40点を展示。
日 時：平成24年4月1日(日)～30日(祝) 土日祝日開催 10:00～16:00
※デジカメ同好会では会員を募集しています。詳細はお問合せください。
○「デジカメ写真大賞」作品募集
デジカメ(一般、一眼レフ)で撮影した作品で、他の賞展へ出品した作品は除く。
＜要件＞
大きさ：四つ切版またはA4版、裏面に住所、氏名、作品名を記載。※一人3点以内
参加費：1点1,000円。写真用額マットは貸与1点100円
締切り：平成24年5月19日(土) 土日祝日受付(郵送も可)
○第6回「音楽会」開催
バイオリン奏者の梅沢千津子さん、ピアノ奏者の西村絵理子さんによる、特別演奏「バイオリンとピ
アノのコラボレーション」です。川の流れのように、千の風になって等を演奏します。
日 時：平成24年5月12日(土) 13:30～
参加費：1,000円(ワンドリンクサービス)
締切り：平成24年4月30日(祝)
場 所：いずれも、みんなの展示場 中村洋久絵画館(立川市柴崎町2-21-17)
問合せ：みんなの展示場 中村洋久絵画館(中村さん)
＆Fax ：042-524-4702／ h-naka77@zat.att.ne.jp
URL：http://park.geocities.jp/minnanotenjijyou/
●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
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●

■ほっとステーション「コミュニティ広場」からのお知らせ
○ベビーマッサージ教室
0歳児のお子さん対象のベビーマッサージ教室です。
日 時：平成24年4月15日(日) 10:30～11:30
講 師：池本美和子氏
参加費：無料。バスタオル持参。
○だれでもアート教室「色鉛筆で描くプリズム・世界に1枚のカードを作ろう」
子どもから年配の方、ハンディのある方も脳を生き生きさせる楽しいアートです。
日 時：平成24年4月22日(日) 10:30～12:00
参加費：500円(材料費込)
場 所：いずれも、さくらんぼ保育園(立川市砂川町2-36-13)
問合せ：さくらんぼ保育園
042-537-9440
URL：http://blog.livedoor.jp/sakuranbo9440/

■牡鹿半島へボランティアに行きませんか？
牡鹿半島の小渕浜地区は、ワカメや牡蠣養殖の盛んな漁村です。昨年3月11日の東日本大震災で、その設
備や船を全て流失しました。全てを失った中、10月下旬に種付けをしたワカメの収穫が3月から始まりま
す。その作業の支援依頼が現地の漁師からありました。お手伝いしていただける方はご連絡ください。
○ボランティア内容
宮城県漁連・表浜支所、石巻市小渕浜の漁師の活動
ワカメの収穫作業の手伝い(作業小屋内の作業です)
○期間
平成24年3月1日(木)～4月30日(祝)まで ※期間限定
○日程
水曜日：23:59の高速バスで新宿出発
木曜日：7:35石巻駅前着。この日は被災地の視察と受入れ先との顔合せ
金曜日～日曜日 ：8:00～16:00作業
月曜日： 9:11の路線バスで小渕浜出発、新宿着18:20
○持ち物
作業着、手袋は受入れ先で貸与します。帽子、カイロ等は各自でご用意ください。
○宿泊・食事
宿泊所はコンテナハウスを受入先で用意します。食事は三食全て受入先で用意します。
○費用
交通費約11,500円。貸し布団代一泊1,000円。
民宿希望者6,000円(素泊まり3,000円)。市の入浴施設400円。
○その他
ボランティア保険に入ります。(保険料は、牡鹿半島を支援する会で負担します。)
○連絡先
いわみ

牡鹿半島を支援する会 現地支援担当(石見さん)
＆Fax：042-537-3238／ 090-9104-0928
k6.iwami@agate.plala.or.jp／URL：http://oshikahanto.blog.so-net.ne.jp

●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だより
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。

●小学校での総合的な学習の時間
去る2月、けやき台小学校4年生が、総合的な学習
の時間で町の色々な方と交流をしました。コーディ
ネ ー タ ーは プ ロ グラ ム作 り の お手 伝 い とゲ スト
ティーチャーのご紹介をしました。
○色々な人が町に住み生活していることを感じ、親
しくなること。
○その方の思いや願いを知る。
などを目標にゲストと交流を図る内容です。ゲスト
ティーチャーとして視覚障害のある方、車椅子で生
活している方、近隣の高齢者、乳幼児を育てている
方、外国人の方、全部で18グループにそれぞれのゲ
ストがついて交流しました。生徒数は100名に及び
ますが「なるべく少人数で充実したグループ学習が
進むように」とゲストをたくさん
お招きしました。よちよち歩きの
赤ちゃんも「ゲスト」です。
2回の交流でしたが、視覚障害
者と交流したグループでは「目が
見えないからもっと大変で悲しん 数 十 人 で 賑 わ う
で い る 人 た ち だ と 思 っ た け ど、 ゲスト控え室。

会ってみたら明るくて優しい人だった」という嬉し
い声を複数から聞くことができました。今回交流し
た人たちと町ですれ違った時に、お互いに声をかけ
あってくれたらとても嬉しいです。ゲストティー
チャーの皆さん、ご協力有難うございました！
●自治会公会堂で健康体操
3月に入り、健康体操教室の立ち
上げを2つの自治会で準備していま
す。栄町の東栄会と若葉町のけや
き台団地自治会です。行き慣れた
近所で体操できるとあって喜ばれ
ています。特に女性は多少の不調があっても「何と
か元気で過ごしたい」という意思が強くて積極的で
す。自治会・NPOとの心強い連携で開設にこぎつ
けたいと思います。
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
sakaewakaba@room.ocn.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
●災害時、ご近所で声をかけ合い救助し合えるように
去る3月11日、松中団地自治会では恒例の防災訓
練がありました。
消火体験や起震車体験と同時に、松中団地では各
棟ごとに選任されている号棟委員さんが「災害時、
一人で避難することが困難そうな人」をチェックし
て自治会本部に提出するということを試みてこられ
ました。「高齢で一人暮らし」「小さな子どもがい
る」「足が不自由で階段を急いで降りられない」な
ど日頃のおつきあいの中で何となく把握しているこ
とを記載して提出し、自治会では鍵がかかる場所に
大切に保管してきました。
しかし、昨年同日の大震災を経験し「チェック
シートを保管しているだけではいざという時に助け
合えないかもしれない」という思いに至りました。
今回はある棟で、
・まずは、集合出来る方が号棟前に集まって顔合わ
せをする。
・号棟委員さんが作成したチェックシートで「気に
なる」とされた方のお宅に、同じ棟の住民が複数
で訪れて実際にドアをノックし「発災時はどんな
助けが必要?」と声かけをすることを試みられま
した。

災害 時、サポ ートが必
要な方ほど防災訓練にも
参加しにくい状況がある
ようにお見受けしまし
た。助けが 必要 なことを
周囲に伝えておくことを
躊躇する方もいらっしゃ
います。
それでも、『ご近所同士で気にかけ合うことは災
害時だけではなく、日頃の孤立防止にも必要だか
ら』と自治会では、この試みを全棟に広げることを
予定されています。
もし団地以外の地域でも、このような試みを始め
てみたいという際にはご相談ください。
どんなことから始められるか一緒に知恵を絞りた
いと思います。
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

実施日
第1･3･4･5(土)
第2(日)

時間

相談員
司法書士
弁護士

場所

税理士

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）

税金

偶数月 第3(日)

年金・労働相談

偶数月 第4(日)

相続

第2･4(火)

行政手続

第3(火)

行政書士

高齢者福祉

偶数月 第1(水)

介護支援専門員

福祉のしごと

第1(火)

キャリア支援専門員

13:00
～16:00

社会保険労務士
相続アドバイザー

※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

相談員

場所

成年後見

第2(土)

13:00
～16:00

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)

ふれあい(心配事など)

毎週(木)

時間
13:00
～16:00
13:00
～16:00

相談員
立川断酒新生会
民生委員

場所
立川市総合福祉
センター
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。
※ふれあい相談については、電話による相談もお受けします。

042-529-8426

●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 / aiaics@whi.m-net.ne.jp
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
042-540-7484／ aiaistn@mvc.biglobe.ne.jp
開所日・時間：伊勢丹立川店営業日 10:00～18:00
■『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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