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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 ～ 17:00 ※日曜日・祝祭日はお休みです。
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夏!体験ボランティア2015 参加者募集!!
7月から8月の夏休み期間を利用して、ボラン 3、窓口にて申込み 6月22日(月)～7月１6日(木）
必ずご本人が｢参加申込書｣を市民活動センターた
ティア活動を体験するプログラムです。高齢者施
設でお年寄りの話し相手や納涼祭のお手伝いをし ちかわ窓口までご持参ください。
ご希望をもとに受入れ施設や日
た り、障 害 の あ る 人 と レ ク リ
程の調整を行います。
エーションを楽しんだり、保育
※7月16日以降もプログラムに
園や子ども達が利用できる施設
よっては申込みできます。
で、一緒に遊んだりと様々なプ
ログラムを用意しています。
4、事前説明会
参加が決定したら各施設の事前説明会(施設ごと
■参加対象と参加費
に形態は異なります)に参加してください。
市内または近隣に在住・在勤・在学の中学生以
上。（プログラムによって小学生も参加できます！）
参加費は500円(ボランティア保険代、すでに加 ○参加者の感想
・小さな子どもたちのお世話をさせていただき、い
入されている方は無料)です。
ろいろと個性豊かな子どもたちから学ぶことが
あった。
■参加方法
・ボランティアで私自身すごく勉強になり、今後も
1、｢活動先一覧を受取る｣ 6月22日(月）～
このような機会をいただきたいです。
市民活動センターたちかわ窓口にご来所いただ
くか、82円切手を同封の上、住所・氏名・電話番
号を明記して市民活動センターたちかわ（上記参
照）へ郵送にてお送りいただき資料請求してくだ
さい。

＜＜ 今月号のもくじ ＞＞
○夏!体験ボランティア2015 参加者募集!!
P.1
○ふれあいミュージックフェスティバル2015
P.2
9月開催決定
○平成27年度市民活動助成金審査結果
○第１階「待っています地域の仲間と学びの
P.3
パーティー」（まちパ）開催報告

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」からプ ロ グ
ラムを選んで、参加申込書に
必要事項をご記入ください。

○NPO法人設立ガイダンス
○第Ⅳ期災害ボランティアリーダー養成講座
開始しました！！
○ボランティア活動参加者の集まり
○情報コーナー
○立川市社会福祉協議会 相談日程

※高校生以下の方は保護者の
同意書が必要です。
※児童関係施設は細菌検査が
必要です。
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P.4

P.5-7
P.8

ふれあいミュージックフェスティバル2015 ９月開催決定
ふれあいミュージックフェスティバルは、障害のあ
る方やお子様連れの方など、誰もが気軽に楽しむこと
のできるコンサートです。
演奏会に行きたいが、なかなか機会のない方、国立
音楽大学のみなさんによる華麗な演奏を聴きに出か
けてみませんか？
このコンサートは、国立音楽大学
にご協力頂き、東京ガス㈱多摩支店
の協賛で、今年で23回目を迎えまし
た。毎年1,000名ほどの来場者から好
評をいただいています。

ご家族やお友達、ご
近所の方をお誘い
合せの上、是非お越
しください。

ふれあい
ミュージックフェスティバル２０１５
日 時 平成27年9月27日(日) 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
要整理券)
要整理券
※当日空きがある場合入場可
申込み 平成27
平成27年
27年7月1日(水）より受付開始
電話・Fax・E-mailのいずれかでお名前・
ご住所・電話番号・整理券の希望枚数・
『ふれあいミュージックフェスティバル
希望』とご記入の上、下記申込み先へ
お知らせください。
折り返し入場整理券を郵送にてお送り
いたします。
℡：042-529-8323／Fax：042-529-8714
E-mail：aiaivc@whi.m-net.ne.jp

平成27年度市民活動助成金審査結果
市民活動センターたちかわでは、立川市社会福祉協議会の理念である「誰もが ふつうに くらせる
しあわせなまち 立川」をより効果的に推進していくために、市民活動団体への助成を行っています。市
民による審査会を経て、下記のように13団体に助成することが決定しました。
※助成団体については、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。
No.

団体名

申請金額

申請区分

申請内容

1

アミーゴス

¥50,000

市民交流事業

障害児健康促進事業

2

子どもの未来を考える会

¥50,000

市民交流事業

高齢者生きがいづくり寺子屋事業

3

ワッカチッタ

¥50,000

市民交流事業

０歳児の親子のためのイベント「ワッカフェwithBaby」

4

非営利団体SawakaLab

¥50,000

市民交流事業

０歳からのクラシックコンサート企画・運営事業

5
6
7
8
9

特定非営利活動法人 ト
モニ
立川市アマチュア無線ク
ラブ
子育て交流広場 立川お
もちゃ図書館ぱれっと
おはなしたまご
三多摩市民後見を考える
会

¥48,692

社会福祉に関する
普及活動

作業のための物品購入

¥50,000

市民交流事業

市民に開かれた立川市アマチュア無線クラブの発展事業

¥50,000

市民交流事業

子育て中の親とその子どもたちのための居場所づくり

¥50,000

市民交流事業

藤田浩子さんのおはなし会

¥50,000

社会福祉に関する
普及活動

成年後見制度の啓発・普及活動

社会福祉に関する
普及活動

聴覚障害者のQOL向上

10

立川市聴覚障害者協会

¥50,000

11

NPO法人立川子ども劇場

¥50,000

市民交流事業

乳幼児サークル「しゃぼんだま」

¥50,000

市民交流事業

陶芸・東磐教室

¥50,000

市民交流事業

子育て支援ボランティア講座

12
13

特定非営利活動法人
バイオマス産業機構
子育て支援ボランティア
ミニトマの木
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第1回
「待っています地域の仲間と学びのパーティー」（まちパ）開催報告
時間の関係もあり、じっくりと説明を聞くことが
出来ない様子が見受けられましたが、団体が作成し
たパネルを一生懸命ご覧になる方、団体のパンフ
レットや資料をいくつも貰い受ける方の姿が見られ
ました。
その後、バンドの音楽演奏を経て、軽食を召し上
がりながら、参加者と団体の交流会を行い、市民活
動についての話が膨らみました。

■まちパとは？
平成27年3月28日（土）午後より、「待っていま
す地域の仲間と学びのパーティー」（通称、まち
パ）を開催しました。これは、地域の団体の情報や
活動を紹介し、活動への参加を促すイベントです。
都内では八王子市や武蔵野市が先駆的に実施してお
り、参考にしながら開催に至りました。
■大勢の方にご参加いただきました！
初の立川での開催ということで、四苦八苦しなが
ら実行委員と準備を重ねてきましたが、その甲斐も
あって、当日は一般参加者72名。出展団体は47団体
94名と、大変多くの参加者で賑わいました。出展団
体としては、文化・スポーツ、まちづくり、福祉・
医療、環境等様々で、会場内に配置された出展団体
のブースをスタッフが参加者を引率して1つひとつ案
内をしました。

→交流会の様
子です。自由参
加でしたが、大
勢の方にご参
加いただきま
した。

■今後も開催します！
今回、このイベントを通して、大勢の方に地域の
様々な団体を紹介することが出来き、参加者にとっ
ても団体にとっても必要な場だと感じることが出来
ました。今後も継続して開催していきたいと考えて
おります。みなさんの興味を引く活動があるかもし
れません。是非その際にはお気軽にご参加くださ
い！

←出展団体が
説明している
様子です。説明
にも力が入っ
ていました。

ＮＰＯ法人設立ガイダンス参加者募集！
「NPOってなんだろう」「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？」と
いう方を対象とした入門講座です。NPO法、法人化の意義、申請上の注意点、必要な実務等、基本
からお話しします。
◇申込み◇ 立川市社会福祉協議会
◆日時◆ 平成27年7月28日（火）
19:00～21:00
市民活動センターたちかわ まで
◇会場◇ 立川市総合福祉センター2階
ＴＥＬ：042-529-8323
視聴覚室
※氏名、住所、ご連絡先をお伝えください。
◆対象◆
担当：杉本、前田、小林
・NPO法人取得を検討されている団体の方
・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◇
20名程度
◆参加費◆ ￥500（資料代含む）

●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Ⅳ期災害ボランティアリーダー養成講座開始しました！！
■今年も大勢の受講生が集まりました！
4月26日（日）より、第Ⅳ期災害ボランティア
リーダー養成講座がスタートしました。この講座は
災害時に主体的に活動できる人材を養成する目的で
行います。内容としては、災害に関するの知識を全
７回の座学や体験型学習といったカリキュラムによ
り学ぶものです。平成24年度から始めたこの講座
も、早いもので今回で4期目の開催となり、過去3期
までの修了生は、総勢104名となっています。
今回の受講生は52名と大変盛況で、市外からも
11名の参加があるなど、この養成講座への関心の高
さが伺えました。

立川市の災害に対する取り組みの報告や、今後の計
画などをお話いただききました。受講生にとって
は、改めて自身の住む立川市が、どのような施策を
持って備えているのかを知る機会となりました。
■グループワークにて
その後は、この全7回の講座を共にするチーム内
でグループワークを行い、自己紹介をして頂きまし
た。各々、参加動機を語る受講生からは、いずれ来
たる災害への危機感や熱意が伝わってきました。
4期目のこの講座も、良い形でスタートを切れた
と感じます。

■立川市の被害想定と立川市の取り組み
子ども未来センターにて行われた、第1回目のカ
リキュラムでは、まず、明治大学特任教授である中
林一樹氏を講師にお迎えし、「首都直下地震の立川
での被害想定と備え」についての基調講演を行いま
した。先生が語られる被害想定は、とても詳細に分
析されており、参加者の方々より、「イメージしや
すかった」との感想が聞かれております。
続いて、立川市市民生活部防災課長の鈴木氏より

←講座の様子
で す。こ こ か
ら、災 害 ボ ラ
ンティアリー
ダ ー が 発掘・
養成されてい
ます。

ボランティア活動参加者の集まり
昨年度、ボランティア活動のプログラムに参加され
た方を対象に、活動の振返りと仲間づくりの場とし
て、「ボランティア活動参加者の集まり」を平成27年
3月、立川市総合福祉センターにて行い、17名の方に
参加いただきました。
第1部では、東日本大震
災 の 岩 手 県 で 被 災 し、立
川市内に避難されている
方 を 講 師 に 招 き、岩 手県
の 郷 土 料 理「が ん づ き」
を作りながら仲間づくり
を行いました。

その後、参加者のみなさんからもボランティアをする
きっかけやボランティアに対するイメージなど、いろ
いろな話を伺い、「参加して良かった」との感想等が
ありました。
また、講師の方からも長引く避難生活を送り、外に
出る機会がない中、とても貴重な経験となった事や、
岩手県に帰っても、この経験を生かしていけたらとい
うお言葉をいただくことが出来ました。参加者全員が
次のステップに向かう良い機会になりました。

第2部では、市民活動セン
ターたちかわの運営委員か
ら、初めてボランティアに参
加された時のきっかけや、現
在行っている市民活動につい
てのおはなしを聞かせていた
だきました。
郷土料理「がんづき」

●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

■つくって演じてみましょう パネルシアター

●

●

●

(講師 とくしげよしこ氏)
とくしげよしこ氏)

パネルシアターの上演を見たあと、パネルシアター（やぎさんゆうびん）をつくり、演じて下さい。
日 時：平成27年6月14日(日) 10:00～11:45(上演) 12:30～15:00(作成と実演)
場 所：高松会館（立川市高松町2-25-26）
参加費：一部だけ又は二部だけ参加 500円
一部二部通しての参加 800円
定 員：60名(申込制)
持ち物：絵の具（ポスターカラー、ポスカ、アクリル絵の具、水彩絵の具）
筆、パレット、はさみ、黒マジック、水入れ、昼食
申込み：おはなしたまご ☎090-4205-2196（木谷さん）
☎042-525-0171（山岸さん）

■よりよい今を生きる！～エンディングノートの活用～
至誠ホーム 平成27年度 ボランティア3回連続講座
第1回 「高齢者ってどんな気持ち？」～高齢者疑似体験を通して～
日 時：平成27年6月25日(木) 13:30～15:30
講 師：松田光子氏 (至誠ホームSWC副センター長)
第2回 「エンディングノートってなに？」
日 時：平成27年7月2日(木) 13:30～15:30
講 師：木田マサ子氏（介護保険サポーターズ国分寺）
第3回 「エンディングノートをどう活かす？」～グループワークを交えながら～
日 時：平成27年7月9日(木) 13:30～15:30
講 師：木田マサ子氏 （介護保険サポーターズ国分寺）
場 所：至誠ホーム（立川市錦町6-28-15）
※第1回は2階ホール、第2・3回は4階研修室
参加費：エンディングノート代600円
定 員：30名（3回すべてに参加できる方）
持ち物：かかとのある上履き
申込み：至誠ホーム （佐藤さん、鴨下さん、寺澤さん、佐々木さん）
☎042-527-0035 Fax:042-527-2646 E-mail:shisei-volunteer@shisei.or.jp

■出会いのたのしみ こころのふれあい
長生きの時代、老いも若きも、これからどう生きるかを考えましょう。参加した人たちとの話し合いを
通して、楽しみ喜びを見出します。
人の話をよく聞き、自分の気持ちもわかってもらえるような話し方を体験しましょう。
日 時：平成27年6月17日、7月1日、7月15日 計3回いずれも水曜日
13:30～16:30
場 所：高松学習館（立川市高松町3-22-5）
講 師：林 泰昭氏（産業カウンセラー）
受講料：1,500円（全3回分）
定 員：20名(男女各10名)
保 育：5名程度（1歳~就学前・事前の申込み・おやつ持参）
申込み：高松学習館 ☎042-527-0014 ※6月12日より受付開始
※たちかわ☆きらきらカード対象講座
●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

●

●

●

■支援ボランティア講座 ６期生募集
認定NPO法人東京多摩いのちの電話の主旨に賛同し、活動を積極的に支援しようとする方、対象。年
齢、経験は問いません。講座終了後「支援ボランティアの会」に登録をお願いします。（無料）
日 時：平成27年7月11日(土)・7月25日(土) 13:30～16:00
場 所：国分寺市内
内 容：いのちの電話の役割、仲間つくりのワーク、ボランティア体験談、他
参加費：3,000円（「東京多摩いのちの電話」の運営費に使われます） 締切：7月6日(月)
申込み：NPO法人「東京多摩いのちの電話」事務局 支援ボランティア講座係
☎042-328-4441 Fax042-328-4440

■おはなしとわらべうたあそびー曲田春美さんのおはなし会—
武蔵野市、日高市などの各地の他、埼玉女子短大での講座などで昔話を38年語りつづけている曲田さ
んのおはなしや、わらべうたあそびの、いろいろをお楽しみ下さい。
日 時：平成27年7月26日(日) 10:00～12:00
場 所：柴崎会館（立川市柴崎町1-16-3）
参加費：無料
定 員:50名（申込み順どなたでも）
申込み：おはなしたまご ☎090-4205-2196 （木谷さん）
☎042-525-0171 （山岸さん）

■みんなの展示場中村洋久絵画館からのお知らせ
①「絵手紙大賞展」
第3回を迎え、4月1日～5月23日の間に一般から応募された作品を、5月下旬に元新聞記者や元NHK
美術部チーフディレクター及び美術関係者等7名の審査員で審査し、大賞、準大賞等各賞を決定した作
品含み全作品を展示。
日 時：平成27年6月5日(金)～28日(日) 金・土・日開催 10:00～16:00
（最終日は14時30分まで）
②山本夏樹の「写真展」
デジカメ教室講師やカルチャー教室などの多くのカメラ指導をする傍ら、今回は「カメラで遊び
心」をと称して、花火や生活に溶け込んだ催し等ユニークな場面を撮影したA4サイズ約50点を展示。
日 時：平成27年7月3日(金)～26日(日) 金・土・日・祝日開催 10:00～16:00
（最終日は14時30分まで）
③デジカメ写真教室、生徒募集！
「コンパクトデジカメ」及び「一眼レフデジカメ」を対象に、月1回資料に基づきカメラの機能か
ら操作、撮影した写真の評価を行う。初心者から経験者に、座学講義と実践指導教室で2名の講師が対
応して丁寧にお教えします。
・開催
毎月1回、第4土曜日 10:00～11:30
・応募人数 10名（先着順）
・会費
月1,000円 入会金なし
・講師
山本夏樹氏（プロ写真家に師事、元市カルチャー講師、他同好会講師や機関紙発表多
数）
宮崎暁美氏（写真家、写真専門報道写真科卒、シネマジャーナル所属、俳優、監督等
にインタビュー、取材撮影）
申込み・問合せ：①②③ともに
みんなの展示場中村洋久絵画館(立川市柴崎町2-21-17)
☎＆Fax:042-524-4702 (中村さん)
E-mail:h-naka77@zat.att.ne.jp
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■婚外子差別にNO!
■婚外子差別にNO!電話相談・
NO!電話相談・2015
電話相談・2015
2013年9月の最高裁違憲決定を受け、同年12月に民法の婚外子相続差別規定が廃止されました。しかし
婚外子差別の源であった相続差別が廃止されても、出生届や戸籍の続柄差別記載などの差別法制度はその
まま維持されています。
このため、市区町村議会に対し婚外子差別を国に求める陳情や請願の取り組み、自治体への要請を行っ
ています。これからも差別撤廃に向け運動を続けていきたいと思います。
「婚外子差別にNO!電話相談」に2012年7月から、取り組んできました。わからないことや日々の思い
など、気軽にお電話ください！！
日 時：平成27年6月25日、7
7月30日、8月27日、9月24日、10月22日、11月26日、12月10日
いずれも木曜日14:00～20:00
主 催：なくそう戸籍と婚外子差別・交流会
問合せ：☎042-527-7870 E-mail:kouryu2-kai@ac.auone-net.jp
取次先：☎&Fax 03-3302-9219（夜間）
※私たちは婚外子差別の撤廃と、結婚せずに子どもを産んでも差別されない社会を求め、26年
間運動してきた市民グループです。

■“三多摩市民後見を考える会” 第11回無料セミナー
11回無料セミナー
「後を託して憂いのない余生を～任意後見契約の実際」
任意後見契約・財産管理委任契約・死後事務委任契約の作成の実務を、専門職後見人、知人後見人の場
合に分けてお話します。
日 時：平成27年6月13日（土）13:30～16:00
場 所：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)
講 師：鈴木 敏起氏
(燦リーガル司法書士行政書士事務所 司法書士 行政書士)
参加費：無料
定 員：40名（申込み順）
申込み：三多摩市民後見を考える会（川杉さん）
☎&Fax：042-531-0624
携帯電話090-7832-6506
※前日までにお申し込みください。

■地域で支える認知症～ちょこっと講座～
「そもそも認知症ってどんな病気なの？」「予防のためにできる事ってなんだろう？」と考えている

方、是非この機会に学んでみませんか。
認知症や介護予防のために、地域で何ができるかを、一緒に考えてくれる仲間を探しています。
日 時：平成27年6月13日(土) 10:30～12:00
場 所：場所：一番福祉会館 2階会議室 (立川市一番町6-17-87）
内 容：○ 認知症の症状と現状について
○ 認知症予防のための体操
「フリフリグッパー体操」をやってみよう！
入場無料 申込不要 直接会場へお越し下さい。
その他 6 月20 日(土)10 :00より、同じ会場(一番福祉会館)で、サロンを開きます。
講座に参加してみてからで構いませんので、関心がありましたら、お茶を飲みながら一緒
にお話ししませんか。
問合せ：かみすな地域包括支援センター☎042-536-9910/Fax042-536-9953
第6地区地域福祉コーディネーター柏﨑☎042-534-9501/FAX042-534-9502

●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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相談の種類

実施日

法律相談

毎月 第3土曜日

相続相談

毎月 第2･4火曜日

時間

相談員
弁護士

13:00
～16:00

相続アドバイザー

時間
13:00
～16:00

相談員
司法書士
社会福祉士

概要
完全予約制 1人45分

完全予約制
ファイナンシャル
1人50分
生活設計相談
毎月 第3火曜日
プランナー
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総務担当へご連絡ください。

相談の種類
成年後見制度

実施日
毎月 第2土曜日

概要
完全予約制
1人60分

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。☎042-529-8319
相談の種類

実施日

アルコール相談

毎月 第2・4水曜日

ふれあい(心配事など)

毎週 木曜日

時間
13:00
～16:00

相談員
立川断酒新生会
民生委員

概要
予約不要
電話相談も可

※アルコール相談・ふれあい相談(心配事など)については、予約不要。また、電話による相談もお受けし
ます。相談専用☎042-529-8426
相談の種類

実施日

時間
相談員
概要
完全予約制
13:00
立川麦の会
精神障害者の家族相談
毎月 第2月曜日
～16:00
(面談のみ)1人80分
家族相談に関するご予約・お問合せは・・・立川麦の会/担当:柳澤へご連絡ください。☎042-563-4569
※第2月曜日が祝日の場合は、第3月曜日になります。

■市民活動センターたちかわのFax番号、部屋・印刷機などの貸出窓口が変更になりました!
市民活動センターたちかわが、4月から立川市総合福祉センター1階に移動し、Fax番号が変更となりまし
た(Fax042
042042-529529-8714)。電話番号は、今まで通り(☎042-529-8323)で変更ありません。また、部屋・印刷機
8714
などの貸出窓口が、1階総合窓口でお受けすることになりましたので、ご注意ください。

●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

■『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・図書館・福祉会館・学習等供用施設・みのーれ立川
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・レストランサラ
Nao.mi・トヨタ西東京カローラ立川富士見町店・La Fraise sucrèe・かつ亭・梅の湯
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
東京ボランティア市民活動センター
◆一部地域に新聞折込・自治会回覧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。（高松町・曙町・栄町の一部）
※市民活動センター★たちかわ通信は立川市の委託により、発行しています。
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