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平成 2７年１月２５日 

夢たち応援団・立川市子ども家庭部 

 

＊ 「夢たち応援団」… 夢たち２１プランの実現を応援する市民の自主的な推進組織です 

＊ 「いれたちねっと」… 立川で子育てしている人、子育て支援にかかわる人、かかわりたい

人などのネットワーク作りを目的に、市民グループ「子育て・いれかわりたちかわり実行委

員会」が市と協働で運営する、子育て情報提供・情報交換のためのホームページです 



 

この活動紹介レポートは、 

立川市内で〈子育ち〉〈子育て〉に関わって活動する 

さまざまな団体やグループが、 

お互いを知り合い、つながりを深めるために 

みなさんに呼びかけて原稿を募集したものです。 

いろいろなところで活動するみなさんの元気の素や、 

新しい出会いのきっかけになったらうれしいです。 

合言葉は 

「子どもたちの笑顔があふれ、歓声が聞こえるまちに!!」 

  

 
 

＊ レポートは「夢たち応援団」を始めに、グループ･団体名称の 50 音順に並

んでいます。また、内容は各団体から頂いた文章をそのまま掲載しています。 

＊ 集まったレポートは、今後も「いれたち・ねっと」などを通じて、市民にお

しらせしていきます。 

＊ みなさんの周りに未掲載の活動グループがありましたらぜひ情報をお寄せ

ください。 

＊ 原稿提出は、立川市ホームページから書式を入手し、立川市子育て推進課へ

メール（kosodatesuishini@city.tachikawa.lg.jp）か FAX52８-４３５６

でお送りください。 



 

 
 

〈基本理念〉 

子どもたちの笑顔があふれ、歓声が聞こえるまちに 

〈プラン策定の基本的考え方〉 

 

 

  

 

〈基本的視点〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈政策の目標〉 

 

        

 

  

 

 

  

 

  

 

 

〈計画期間〉  平成２２年度～平成２６年度の５年間 

〈掲載事業〉  １７施策 １５９事業 

 

 

 

市民参画と協働の 

まちづくり 

１ 子どもの現実を受けとめ、 

      その思いや願いを生かして子どもの権利を尊重する視点 

夢育て・たちかわ 子ども２１プラン 

政策の目標 １ 子どもの権利を尊重します 

 

２ 子ども自身の育ちへの支援を基本にした、 

      次世代の立川のまちづくりの視点 

 

３ 人材・財源確保とネットワークにより、 

      持続（成長）する事業を市民と行政が協働で実現する視点 

 

子どもたちの 

参加 

子どもたちがつくる 

未来の立川 

 男女平等参画 

社会の推進 

   

政策の目標 ２ ひとりひとりに応じた〈子育ち〉を支援します 

 

政策の目標 ３ ひとつひとつの家庭に応じた〈子育て〉を支援します 

政策の目標 ４ ひとりひとりに応じた学びを支援します 

政策の目標 ５ 市民、事業者、専門家、行政による新しい協働の 

        しくみをつくり、プランを推進します 
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名称 
夢たち応援団 

活動開始年月 ２００６年（平成１８年）1 月設立 

活動内容 夢たち応援団は、立川市の次世代育成支援行動計画である「夢育て・

たちかわ子ども 21 プラン」の第一次策定メンバーが中心となって、自

主的に立ちあげた市民による計画の推進組織です。 

私たちは、プランの理念「子どもたちの笑顔があふれ、歓声が聞こえ

るまちに」のもとに、立川の子どもたちが、どの子もその子らしく育っ

ていくことを心から願って活動しています。 

互いの活動の情報交換をし、交流を深めながら、立川の＜子育て＞ 

＜子育ち＞を応援する企画を行っています。 

市民の立場から行政をバックアップし、自立した市民として行政や企

業、地域のみなさんと力を合わせ、積極的にプランの実現に向けて取り

組んでいきます。 
 

夢たち応援団は、「夢たち 21プラン」を実現するために 

①プランを多くの人に知っていただくための活動をします。 

②子どもの問題に関心を持ってもらうための活動をします。 

③子どもの活動に関わっている市民をつなぐ活動をします。 

④子どもたちが主体的に関われる活動を企画・実施します。 
 

＊主な活動 

 立川市と共催で「夢たち★フォーラム」を毎年開催 

 活動報告ニュース「夢たち応援団通信」の発行 

子どもの主体的活動や遊び場の再生をめざすワークショップの開催。

市役所屋上緑化「花咲かプロジェクト」の実施。 

 商店街の「子育て応援マップ作り」のコーディネート 

 「（仮称）子ども 21基金」創設に向けての協力 

 団員の交流会・親睦会の開催 
 

活動場所 立川市内 

活動日・時間 運営会議を月一回（夜間）市役所市民協働会議室にて開催しています。 

対象者 応援団の立ち上げ趣旨に賛同する方なら、大人も子どもも団員になれます。 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可。団員 100 名をめざして募集中！年会費 1000 円（ただし、子ども団員は会

費免除） 団員の皆さんには「夢たち応援団通信」をお送りしています。 

代表者名 団長 滝島栄次 

 

連絡先 ＴＥＬ  ０４２－５３６－６５４９  

ＦＡＸ  ０４２－５３７－６２７７ 

住 所  立川市砂川町３－９－７ 滝島栄次方 夢たち応援団 
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名称 
砂川地区「あいあいパトロール隊」実行委員会 

通称 あいあいパトロール隊 

活動開始年月 平成１６年８月２９日 

こんな活動を 

しています 

 

 

 

 

 
 

的 目的：地域住民が外出などの際に自主的に防犯や青少年の健全育成を 

心がけ、安心安全な地域を目指すことを目的としています。 

活動：①防犯②子どもや女性・老人の安全確保③あいさつ運動の推進。 

登録：実行委員会（地域団体の代表が委員）会員登録申込書に 

氏名他を記入し提出、確認後登録番号の腕章を貸与します。 

保険：市役所生活安全課に会員を登録し市役所で保険加入 

 

内容：買い物、ジョギング、犬の散歩・地域の会合等外出時に 

腕章をしてパトロール（見守り）する。 

パトロールは本人の自由に任せるが、特に子どもたちの登校、 

下校時にあわせ、パトロール（見守り）を呼びかけています。 

防犯ステッカーの掲示・広報活動・防犯講習会などを実施 

 

＊ 夏季や年末等、特別な活動を行う時は、役員会の承認を得て、 

実行委員会で地域をパトロールしています 

実行委員会参加団体：砂川地区各種団体が参加して運営しています 

自治会支部・各自治会・青少健・子ども会連合会・体育会・文化会・交

通安全協会・各小中ＰＴＡ 

協力：小中学校・民生児童委員・保護司・特別会員：幼稚園 

 

◎ 立川市内１２地区「あいあいパトロール隊」立川市生活安全課担当 

に参加して活動しています 

活動場所 砂川地区内全体（五中学区域）一番町・上砂町・砂川町の地区 

 

活動日・時間 特に指定なし 自分の自由な時間に腕章をつけてパトロール（見守り） 

夏盆踊り時期・年末・夜間等は別途連絡後パトロール実施 

対象者 自治連砂川支部及び五中学区内の居住者並びに本活動に賛同する者 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

新規は任意申し込み(自治会・地域団体・ＰＴＡに申込書を提出)で登録。  

自治連砂川支部主催の防犯講習会を受講 

代表者名 長谷川 俊之 

 

連絡先 ＴＥＬ   042-537-2708 ・ ケイタイ 090-1113-4136 

ＦＡＸ   042-537-2708 

Ｅ-Ｍail   hase10473@yahoo.co.jp 
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名称 
愛犬パトロール・グループの会 

活動開始年月 平成１６年４月設立 

活動内容 幼児、学童の安全・安心のために、私たちにできることをしませんか。

朝、夕または日中の愛犬と散歩中、一声かけるなどが犯罪の抑止力とし

て、最も有効といわれています。 

私たちは散歩の際に黄色い腕章をして活動するほか、小学生の登校時

に危険な交差点（国立音楽大学南側踏切交差点に信号機が平成 24 年 2

月に設置されました）などで交通安全指導（毎朝、柏小学校の学童の登

校時）ボランティアや、自転車やバイクの前カゴにＡ４パネルを取り付

けてＰＲしています。 

社会環境を良好な状態にするため皆で活動することは、仲間との絆を

深め、お互いの生命と心をつなぎます。支え合い、助け合いあってのパ

トロールです。年会費は１，０００円（会員）、一口１，０００円（愛

犬家以外の主旨に賛同する市民）。※現在、年会費は保留、有志の方の

協力金のみ受付中です。 

 
愛犬パトロール・グループの会 

立川市役所、立川警察署 

活動場所 

 

普段の散歩コース  

活動日・時間 

 

各自自由に活動 

対象者 

 

愛犬家の方            

新規メンバー 

受け入れの可否 

可 

代表者名 会長 藤田 實 

副会長 波多野 進 

連絡先 

 

ＴＥＬ  ０４２－５３７－１６１４（藤田、水曜日は不在） 
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名称 
大山ＭＳＣ（ママさんサポートセンター） 

活動開始年月 平成１１年１２月～ 

活動内容 

 

 

 

 

 
 

活動テーマ；子育て高齢者支援（秘密厳守） 

〇一時保育（無料） 

出産、入院、ＰＴＡ行事、地域活動の時 

〇幼児虐待防止（協力のネットワーク） 

〇育児相談（無料） 

子育てでしつけ、しかり方、遊ばせ方の指導（アドバイス） 

離乳食のお手伝い 

〇青少年の健全育成（一人で悩まず、お気軽に。秘密厳守） 

非行少年・少女の親子の相談、学校・地域・民生児童委員との連携 

〇相談日の設定（相談無料） 

毎週 月・水・金  午後１時～３時 

場所 大山自治会Ｄ集会室 

〇都のフレンドホーム登録（１名） 

施設の子どもを春・夏・冬休み、５月の連休時預かる 

（家庭での生活体験） 

〇外国人の相談（子どもの保育、学校、生活面） 

〇研修会、講座、講演会 

〇２４時間の対応・宿泊も可（必要に応じて） 

〇高齢者見守りネットワーク（登録制） 

○学校支援（障害者学級、九小桑の実学級、大山小、上砂川小、五中） 

○料理教室 

○東日本大震災避難者支援（サロン、見守り活動など） 

活動場所 立川市立大山小学校校区内及び砂川地区エリア 

 

活動日・時間 定例会 毎月第４水曜日 午後７時３０分～９時３０分 

＊依頼者の必要に応じて対応している。 

対象者 砂川地区の子育て中や青少年、高齢者などの家庭 

上記の活動を利用したい方 

新規メンバー 

受け入れの可否 

否。（メンバーは女性 子育て経験者） 

代表者名 佐藤 良子 

 

連絡先 ＴＥＬ  佐藤代表；042-535-6017、090-5777-3181（24間対応） 

  大山自治会事務所；042-537-4427 

ＦＡＸ  同上（但し事務所は月・水・金・土） 

住 所  立川市上砂町１丁目１３番地の１ 大山自治会事務所内 
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名称 
子育て・いれかわりたちかわり実行委員会 通称「いれたち」 

活動開始年月 ２００４年(平成１６年)４月 

夢育て・たちかわ子ども 21プラン策定と同時進行で発足 

こんな活動を 

しています 

子育て中の方と子育て・子育ち支援の団体、事業者や行政が、地域の子育て

にいれかわりたちかわり関わりあい、育ちあいながら、ネットワークを築い

て｢子育てしやすい街をつくろう！｣を目標に、次のような活動をしています。 
 

☆ HP いれたち・ねっとの運営 （http://iretachi.group-info.com） 

立川市とパートナーシップ協定を結び、子育て中の方や支援に関わる方へ

カレンダー形式で情報提供を行っています。日々のイベントや申込み受付

中企画のお知らせ、登録サークル・団体の活動紹介なども掲載しています｡ 
 
☆ 子育てに関するイベントの企画開催 

2014 年もシネマシティ＆立川市と協力して、8 回目となる赤ちゃん連れの

映画会「シネマのたまてばこ★2014」を子育て中の実行委員＝シネママさ

んたちと開催。また、好評の「赤ちゃんと一緒にレッツ！フラ♪」「赤ちゃ

ん・子どものいる家庭への救急法講座」「おしゃべりカフェ(テーマ：幼稚

園の話、働く)」などを子育て推進課・子ども家庭支援センターと協働で開

催しています。夢は｢シネマのたまてばこ｣初回に来た赤ちゃんが小学生に

なった時、初めて本格映画に触れる機会を提供し、映画館デビューする｢(仮

称)ファーストシネマへようこそ！｣の開催です。 
 
☆ 月１回の運営会議 

実行委員のママ達と一緒に運営上の討議(イベント企画や打合せ)をします。

見守り保育付き、二時間以内の会議です。 

これからも当事者の声を生かし、ニーズに

応えられる子育ち・子育てに関する様々な

楽しい企画を開催していきます。 
 

活動場所 立川市役所、子ども未来センター 

活動日・時間 イベント開催日は内容によってさまざまです。「いれたち・ねっと」でもお知

らせしています。実行委員による運営会議は毎月 1 回、立川市役所市民協働

会議室や子ども未来センターで開催しています。 

対象者 赤ちゃんからママ、パパ、子育て・子育ちに関わる方すべて 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可。子育ち・子育て支援に関心のある方ならどなたでも。活動はすべてボラ

ンティアです。PC でイベント情報入力のお手伝いができる方も募集中！ 

代表者名 山中 ゆう子 

連絡先 ＴＥＬ   ０９０－８３４０－９４９４（いれたち事務携帯） 
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名称 
こだまの会（立川市立幸小学校保護者の自主サークル） 

活動開始年月  平成１５年６月 

こんな活動を 

しています 

こだまの会って何？ 

◆２００３年６月に仮称「父親サークル」として誕生しました。 

当初から「お父さんだけの会にはしたくないね」との思いがあり、“こだま

の会”と名付けました。 

◆谷川俊太郎さん作詞の幸小校歌の歌詞「ひとりが うたを うたいだすと 

こえは こだまする」にちなんでいます。一人ひとりの「想い」や「アイデ

ア」「考え」が“こだま”し合って子ども達のためによいハーモニーがかなで

られたらと・・・の思いが込められています。 

◆“こだま”をかえす「山」のように子どもやＰＴＡの活動を裏からしっか

り支えるような活動を目指しています。会費なし、参加できるときに参加し

ていただければ結構です。 

何するの？ 

◆子ども達が楽しんでもらえるような事を企画・実行します。 

定例会で何をやるかを議論・検討し企画します。準備期間を経て実際に行

います。 

◆それぞれの得意分野で力を発揮されています。親同士の交流を深める事も

目的としています。学校探検（お化け屋敷）、新入生歓迎もちつき、流しソー

メン、地域行事への参加（さいわい秋祭り）などを行いました。やってみた

い企画のある方、参加してみませんか？こたえる仲間は必ずいます。 

◆子どもたちは学校で新しい「友だち」をつくります。私たち保護者も子ど

もを通じて「仲間」をつくりませんか。近所に何でも話せる気の合う仲間が

いると、楽しいものですよ！ 

負担にならない？ 

◆“こだまの会”のモットーは「無理せず、できることをやる、そして自分 

達自身が楽しむ」です。もちろん、多少の負担はありますが、「子どもたちの 

ために汗を流す」と、負担や疲れ以上の喜びが得られことはうけあいです。 

活動場所 主に 立川市立幸小学校 
 

活動日・時間 定例会は毎月第３土曜日 １９時～２１時 幸小学校共用施設にて 

その他の活動日は企画によってさまざまです 

対象者 立川市立幸小学校の保護者・教員なら誰でも 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可（ただし、会の性格上、幸小学校の保護者・教員に限ります） 

代表者名 渡部 英徳 

 

連絡先 ＴＥＬ    ０８０－１１８５－１６９４ 
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名称 
ＮＰＯ法人 こどもと文化協議会・プラッツ 

活動開始年月 平成７年７月（NPO法人化：平成 15年 5月） 

活動内容 未来を担うこどもたちに、強く生きる力、夢と希望・創造性・想像性・自

主性を育む楽しいあそびの実体験や企画など、健康で文化的な生活環境を提

供し、こどもの「場」づくりを支援する活動をします。 

 

■文化芸術・アート事業 

・地域の文化芸術活動への支援・参加 

■あそびの教室 

・公園等野外でのネイチャー＆アート活動。 

■こどもがつくるこどものまち『ミニたちかわ』 

・こどもたち自身が企画・制作に参加して「こどものまち」を作り、運営し

ます。現在、活動・実施場所を募集中です。 

■アート実験工房 

・アーティストの指導でこどもたちと楽しいアート製作を行います。 

■東北支援活動 

■プレイバス・あそびの王国（独自プログラムのあそびをデリバリー） 

・地域、歳時、アートを活かしたダイナミックな創作あそびの出前。 

■こどもたちを育てる人材育成 

・プレイリーダーの育成、大学等の校外研修の受け入れ 

・ボランティア受け入れ 

■こどもの「場」づくりの支援／研究事業 

・あそびのプログラムの企画・開発と提供 

・ホームページ、ブログ等での情報発信  

Home Page http://npo-plads.com  

 

 

活動場所 立川市を中心に各地 

 

活動日・時間 不定期（それぞれの企画による） 

対象者 参加者：児童〜青少年、ほか 

スタッフ：小学生～大学生、社会人 

新規メンバー 

受け入れの可否 

プログラム別に随時募集。 

代表者名 本郷 潤 

 

連絡先 ＴＥＬ  042-511-8140 

ＦＡＸ  042-511-8140 

E-Mail  info@npo-plads.com 

 

 

 

 

http://npo-plads.com/
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名称 
子どもの未来を考える会 

活動開始年月 平成 26年 4月 

こんな活動を 

しています 

http://www.terakoya-project.jimdo.com 

 

親子ふれあい子育て応援イベント企画・実施。幼児の知育ワークショッ

プの企画・実施。小学生対象の能力開発ワークショップの企画・実施。

クレイ・アニメーション講座、子育て支援に関わる人材育成講座、知育・

食育講座の開催等。地域連携構築のためのフォーラム開催等。 

○当会で実施するワークショップでは、ともに学び合う思考・発信型の

カリキュラムに重点をおき、知的コニュニケーション能力の向上を目指

しています。 

○当会では、小学生対象の「かっぱの寺子屋」を主催しています。学童

室でもなく、学習塾でもない、夢を実現できる資質を育てるネオ寺子屋

です。地域で社会課題を解決できるしくみを作り、地域のみなさんで、

地域で暮らす子どもたちと関わりを持ち、育てる場所、それが「かっぱ

の寺子屋」です。 

○平成２６年１１月からは、経済的理由で学習塾等へ通えない子どもた

ちを対象とした無料塾「かっぱの寺子屋」を開講しています。無料塾で

は宿題をメインとして、子どものたちが学びたいもの（漢字・英語・百

ます計算・ソロバン等）を学習しています。（無料塾に関しては、当会

と立川市社会福祉協議会・羽衣児童館（NPO 法人ワーカーズコープ）の

協働事業です。 

 

 

活動場所 ① 立川市子ども未来センター 他 

② 立川市羽衣児童館 無料塾「かっぱの寺子屋」 

活動日・時間 ① 月１回程度 イベント開催（ワークショップ、セミナー等） 

② 毎週土曜日 午後３時から午後６時（学習支援ボランティア） 

対象者 多摩地区を拠点として、子育て応援活動をしています。ボランティアス

タッフさんたちは、各自が得意とする分野（科学、英語、書道、アート、

パソコンなど）のカリキュラム・リーダーとして活躍いただいています。 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

当会では、一緒に会を運営してくれるメンバーを募集しています。ソー

シャルビジネスに興味をお持ちの方、年齢、性別、経験は問いません。

私達と一緒に、子どもたちの未来のために活動しませんか？ 

 

代表者名 代表  羽鳥 佳子 

 

連絡先 ＴＥＬ      080-3390-3962 

ＦＡＸ       042-315-1658 

Ｅ－Ｍａｉｌ  kosodate_shien@zb3.so-net.ne.jp 

 

 

 

 

http://www.terakoya-project.jimdo.com/
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名称 ＮＰＯ法人 市民共同学習プロジェクト子どもひろば  
（略称 ＣＥＰ・子どもひろば） 

活動開始年月 平成９年６月 

こんな活動を 

しています 

１．子どものいのちを守り心を育てるワークショップの出前授業 

対象年令 ワークショッププログラム 内容 

年長～小学低学年 親子の安全トレーニングと

子育て講座 

通学路の連れ去り防止のセーフ

ティ教室 

学童クラブ 子どもの安全トレーニング 通学路の安全といじめの防止 

小学低学年 いじめをやめよう クラスのいじめを皆で考える 

小学中学年 CAP(子どもの暴力防止教育 自分の身を守り、人と助け合う 

小学高学年～中学 いじめと人権 いじめは犯罪や差別に似ている 

中学生～ ティーンズドラッグ 意外に身近にある薬物の危険 

中学生～ ネットとケータイを上手に

使おう 

トラブルに巻き込まれない 

中学生～ ライフスキルトレーニング 生きる力、コミュニケーション 

高校生～ 思春期からの性と危機管理 

―心と体を守るために 

無防備な性行動、性感染症 

HIVとエイズ 

高校生～ ホームレスへの差別と人権

意識 

背景の理解と社会的視点 

高校生～ 国連子どもの権利条約 国際理解、命と平和の大切さ 
 
２．保護者向けの子育てワークショップ（保育園、学校、公民館等） 

 

活動場所 ・事務所：武蔵村山市神明２－３８－１８ 

・活動地域：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県 

 

活動日・時間 通年 

 

対象者 幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校、大学、保護者、教職員他 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可 

代表者名 高橋 真佐美 

 

連絡先 ＴＥＬ    ０４２－５６９－８１０７ 

 ＦＡＸ    同上 

Ｅ-Ｍail    kodomohiroba@yahoo.co.jp 

HP            http://geocities.jp/kodomohiroba 

Blog          http://www.voluntary.jp/weblog/myblog/339 

 

 

 

 

 

mailto:kodomohiroba@yahoo.co.jp
http://geocities.jp/kodomohiroba
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名称 
ＮＰＯ法人 こらそんスマイルＪr 

活動開始年月 平成１６年４月 

こんな活動を 

しています 

知的障害のある子どもが、放課後や余暇の時間を仲間集団の中で、豊

かに楽しく過ごすことができるように、そして、一人ひとりの子どもを

大切にし、個性を尊重し、可能性を引き出せるように活動しています。 

障害児本人、そして、保護者会や個人面談を通じ、家族の意見を尊重し

た運営を目指しています。 

活動内容は、講師を招いてのエアロビクス･リトミック活動や調理・創

作活動・習字などの室内活動そして、公園遊び・買い物などを行ってい

ます。特別活動では、宿泊訓練やお楽しみ会、遠足なども行っています。 

 また、学校帰りや遠足の際には、公共交通機関を利用することで、公

共のルールを学ぶことに力を入れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動場所 スマイルハウス、総合福祉センター、地域市民プールなど 

 

活動日・時間 月・水・木・金曜日 学校終了時～１７：３０  

土曜日 １０:００～１６：００ 

 

対象者 （立川市近郊の）知的障害のある学齢児 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

要相談 

代表者名 理事長 宮武 秀信 

 

連絡先 ＴＥＬ    ０４２－５２３－０８１８ 

ＦＡＸ    ０４２－５２３－０８１８ 
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名称 
新生小かぜっ子クラブ 

活動開始年月 平成１９年７月９日 

活動内容 ｢新生小かぜっ子クラブ」は、立川市の放課後対策事業として、市内では 2

番目にスタートしました。その中心となる組織は｢かぜっ子クラブ運営委員

会」と「かぜっ子事務局」です。かぜっ子クラブに参加する子どもたちが放

課後を安全に楽しく有意義に過ごせるよう、全面的な学校の協力をいただき、

地域の方と保護者が力を合わせて見守る活動を進めています。 

日々の活動は、宿題をすませた後、高学年の授業が終わるまでは室内で読

書・折り紙・手芸・コマ回し・ブロック・ボードゲームなどをして静かに過

ごし、その後校庭(雨天は体育館）で、縄跳び・一輪車・ボールなどで、元気

に遊びます。 

毎月第 2 火曜日は｢かんきょうクラブ」を開催し、講師の方をお願いして自

然環境についてお話してもらったり、自然素材を使った工作などを教えても

らったりしています。 

隔月で開催している｢おんがくクラブ」では、講師の方から楽器についての

基本的なことを教わったり、ハンドベルや身近な材料を使った楽器を手作り

したものを演奏したりします。 

教育活動サポーターからのアイディアで、「毛糸を使った手芸」や「からく

りカレンダー」作りなどを不定期クラブとして開催しています。（指導できる

方がいる日限定） 

 クラブ活動は自由参加です。 

 学期末には｢お楽しみ会｣を行い、みんなで遊びます。 

 月に 1 回、児童館から出張コーナーに来ていただいて遊びのバリエーショ

ンを増やしていただいています。 

活動場所 新生小学校  

第２多目的室・家庭科室・校庭・体育館など 

活動日・時間 基本的に週５日、低学年の授業終了から夕焼けチャイムまで 

（長期休業中は行いません） 

対象者 参加者：新生小学校児童、または学区に住む小学生（現在登録者 121 名） 

教育活動サポーター：地域の方、保護者（ＯＢ含む）（現在登録者 47 名） 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可 

児童・教育活動サポーターともに、随時募集しています 

代表者名 今井 司 

連絡先 ＴＥＬ  かぜっ子専用電話 (活動日のみ) 080-5402－7544  

Ｅ-Ｍail  shinseisyo-kazekko2@ezweb.ne.jp 
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名称 
十小けやきクラブ  

活動開始年月 平成１９年６月２０日 設立 

こんな活動を 

しています 

「放課後子ども教室」として立川市の委託を受け、放課後の子どもたち

が、安心して遊んだり、宿題をしたりする居場所を提供し、見守ってい

ます。 

 基本的な活動は、ボール・フープ・縄跳び・一輪車などを使った自由

遊びや、折り紙や工作、読書や宿題などを行なっています。 

 「囲碁・将棋」「オペレッタ」「ギター」のサークル活動は、希望者を

募って行なっています。 

 学校主催のサマースクールでは、「ギター演奏教室」「オペレッタに挑

戦」「水鉄砲で遊ぼう」「お話会」「手作りウィンナーをつくろう」「バル

ーンで何ができるかな？」「俳句教室」の７講座で参加しました。地域の

大人が、それぞれ得意なことを活かし、子どもたちの体験をサポートす

ることができました。 

 水曜日の活動を継続していくために、見守りサポーターの確保が必要

です。２０１４年度は、焼き芋体験の日に保護者の参加を呼びかけ、活

動の様子を見ていただきました。安心して過ごせる子どもの居場所を運

営し、楽しく遊んだり、喧嘩したりの子どもたちと接することで、大人

たちにも大きな喜びがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

バルーンで何ができるかな？    水鉄砲で思いっきり遊びました！ 

活動場所 立川市立第十小学校  

体育館・校庭・プレイルーム 

活動日・時間 水曜日の放課後、夏休みのサマースクール、家庭の日推進事業 

対象者 十小地域の児童 

会の趣旨に賛同する個人 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可 

見守りサポーター、運営委員など随時募集。 

代表者名 石塚 博 

連絡先 ＴＥＬ 活動当日は ０８０－６５２２－８４７２ 
   その他は立川市子ども育成課 ０４２－５２３－２１１１（１３１０） 
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名称 １～２才親子のための親子登園広場 すくすくマービー 

（主催：まつなか幼稚園）  

活動開始年月  平成２２年４月から開始して現在５年目です 

こんな活動を 

しています 

 

 

 

 

 

「すくすくマービー」は、子育てママが安心できる場として、親子でゆ

っくり過ごしていただける専用のお部屋で開催しています。手作りおも

ちゃや、子育てのヒントをたくさん用意してお待ちしています。他にも、

子ども同士でふれあったり、ママ同士で会話したり、みんなで歌を歌っ

たり、踊ったり、絵本を読んだりしています（子育て支援情報新聞マー

ビー新聞も毎月発行しています）。 

 

１０：００～１１：３０ お子様は、好きなおもちゃやお友達と仲良く

自由に遊びます。保護者の方は、お子様と一緒に遊んだり、参加者同士

で情報交換したり、担当の先生に子育て相談をされたりして過ごしてい

ます。 

 

１１：００～ お楽しみタイムとして、担当の先生が絵本の読み聞かせ

や手遊びなどをして、親子の皆様に楽しんでいただきます。 

 

【メッセージ】すくすくマービーでは、安全安心な親子の空間と、豊か

な心を育む遊びを通して、心ゆくまで遊ぶまぶしい姿を、保護者の皆様

と一緒に見守り、子育てを応援していきたいと思っています。 
 

活動場所 学校法人野和田学園 まつなか幼稚園 

 

活動日・時間 毎週水曜日１０：００～１１：３０ 

（園の行事日・お休みの日は実施していません） 

対象者 １才から２才のお子様と保護者の方 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可能です（登録制で受け付けています） 

代表者名 園長 都築 和代 

 

連絡先 ＴＥＬ    ０４２－５３１－６８００ 

ＦＡＸ    ０４２－５３１－６８０６ 

Ｅ-Ｍail     matsu-k@ans.co.jp 
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名称 
砂川・鳴く虫愛好会 

活動開始年月 （Ａ）平成１６年４月設立（未組織としては平成１０年） 

立川・砂川公園環境美化グループの会 

（Ｂ）平成１８年旧名残堀川鳴く虫愛好会設立 

平成２３年に（Ａ）、（Ｂ）の団体を合併し、砂川・鳴く虫愛好会に改名 

活動内容 １．月１回の定例会を開催。研究の発表、相互交流会などを行う。 

２．必要な都度、研究会、採虫会、公益活動、他団体との交流を行う。 

３．残堀川、玉川上水、その他身近な自然を守り、「鳴く虫」など昆虫の生息

区域を確保し保存していく。 

４．砂川公園内の環境美化活動 

５．その他会の目的達成に必要とされる事業を行う。 

 

活動希望者へのメッセージ 

①砂川公園に水場（ビオトープ）があり、ホタルがとびかい（毎年５月上旬、

500 匹の幼虫を放流し、６月上旬ヘイケホタルがとびかう予定）、色々な虫

の棲む公園に。 

②玉川上水の環境維持と美化活動を行い、安心・安全な憩いの場として市民

参加の協働作業。 

③砂川公園の美化活動として除草、ごみの除去作業。芝生の育成、芝刈り作

業。 

④花植年３回、６月、９月、12 月。毎回 100 株程度育成し管理。肥料や水や

り、草取りなど。（土をクワにて掘り起しする。） 

⑤カブト虫の幼虫を落葉ボックス内に放流。成虫をイベント参加者に無料配

布。 

⑥落葉を収集して数年寝かし、たい肥化して花植え時に使用（毎年 45Ｌ袋で

落葉収集してボックス内に入れる。） 

⑦植木（低木）の剪定（枯木の除去） 

⑧ビオトープ内に水を補水する。 

夏休みボランティア活動（社会福祉協議会支援） 

活動日 第１土曜日、午後２時～４時 

内容 砂川公園美化活動体験学習 

活動場所 砂川公園、玉川上水、残堀川 

活動日・時間 

 

毎月第１土曜日 ４，５、１１、１２月は午後２時から 

６～１０月は午後４時から 

１～３月は休止 

対象者 幼児、小中学生、高校生、大学生及び一般市民 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可                       

代表者名 会長：茂木 久雄  会計：藤田 實  事務局：萩本 悦久 

連絡先 ＴＥＬ  ０４２－５３７－１６１４（藤田、水曜日は不在） 
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名称 
立川育成柔道会 

活動開始年月 昭和６１年４月   立川二中柔道部 

平成 ７年４月   ４才以上の児童、小中学生、一般 

こんな活動を 

しています 

 

 

 

 
 

＊ 昭和 61（1986）年 4月より、立川二中柔道部卒業者が中心になり、

柔道部の指導を開始。 

＊ 平成 13（2001）年 4月より、二中柔道場にて週２回（火曜、土曜）

育成柔道会の活動を開始。児童４才以上、小中学生、一般を対象に、

指導員約 15名で始動開始。 

＊ 児童～中学生 60名以上   一般 30名以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動場所 立川市立立川第二中学校 柔道場（体育館２階） 

 

活動日・時間 育成会（夜間）火曜日、土曜日 18:30～21:00頃まで 

        児童、小中学生 18:30～20:00 一般 20:00～21:00 

 

対象者 立川市民、近隣のみなさん 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可 

代表者名 関  勝美（会長；３段）   伊藤 満雄（顧問；８段） 

太田 登 （名誉師範；６段） 岡崎 稔 （師範；６段） 

安部 勇一（師範代；５段）  岡田 安弘（師範代；３段） 

冨上 雅好（師範代；５段）  

連絡先 ＴＥＬ  ０４２－５２９－２７６３（あすなろクリニック内）  

ＦＡＸ  ０４２－５２９－２７６３ 

住 所  立川市柴崎町２－２－２０－３F 
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名称 
たちかわ子ども２１基金運営協議会 設立準備委員会 

活動開始年月  平成１７年１０月 

こんな活動を 

しています 
「たちかわ 子ども２１基金」とは 

①「市民（個人・企業・各種団体）のお金」を「必要とする市民」が活用できるよ

うにするために市民がつくる独自の仕組みです。 

②「子どもたち自身がやりたい活動やイベント」などの実現を支援します。 

③「子育ち」「子育て」を支える活動を助成し、ネットワークづくりに役立てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「子ども２１基金 運営協議会」設立準備委員会の仕事 

①「たちかわ 子ども２１基金」創設の準備をし、市民（個人・企業・各種団体）の

お金を市民が活用できるようにするため「たちかわ 子ども２１基金運営協議会」

を組織します。それまでの暫定的な組織です。 

②公平・円滑な運営ができるように組織体制を整えます。 

 ＊組織づくりに時間がかかり、まだ運営協議会総会日程が決まっていませんが 

  一日も早く具体的な活動を行いたいです。ご協力よろしくお願いします！ 

 「子ども２１基金 運営協議会」の仕事 

①「たちかわ 子ども２１基金」を創設し、市民（個人・企業・各種団体）の皆さん

から広く・継続的に資金を寄付していただく仕組みを工夫し、作ります。 

②皆さんから寄せられた寄付を適切に管理します。 

③助成を必要とする子ども・若者・子育てに関わる活動を公募し、公平・適切に審査

し、資金を助成します。 

④助成した団体の活動だけでなく、子どもたちの育成に心を寄せる市民・企業・

各種団体などの活動を市民に広報します。 

 

活動場所 立川市内公共施設（アイムなど） 

活動日・時間 活動日は不定期。会議は夜間が中心ですが、広報活動などはさまざま 

対象者 立川市民（個人、企業、団体） 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可 

代表者名 小松 歩 

連絡先 ＴＥＬ    ０４２－５３７－０５６６ 

ＦＡＸ    ０４２－５３７－０５６６ 

たちかわ子ども２１基金のしくみ

企業（従業員・お客）

（社会貢献）

商店（街・お客）

（社会貢献）

労働組合

団体（ＰＴＡなど）

個人からの募金

市市 民民 子
ど
も
２
１
基
金
運
営
協
議
会

「子ども２１プラン」
で計画された事業

子ども自身が行う
主体的活動

子ども・若者・子育
てを支える事業

など

市市 民民

寄付

報告

計画申請

審 査

事業費
運営費

活動
報告
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名称 

 ＮＰＯ法人 立川子ども劇場 

活動開始年月 昭和４７年１２月 

こんな活動を 

しています 

1. 舞台芸術の例会鑑賞活動 

親子を中心に幼児から大人まで生の舞台を一緒

に楽しんでいる。 

2. とびっきりまつり 

  地域と連携、子どもたち対象の鑑賞・体験・   

表現活動を展開する。 

3. ワークショップや表現活動 

子どもたちが自分の言葉や体で表現する力を育む

ため、地域のさまざまな活動をしている。 

4．中高青交流会 

  中学生・高校生が、青年と宿泊を伴う共同生活を

し、仲間意識を深める 

  ために交流する(年 2回実施)。 

5．会報の発行 

月１回、今後の活動内容などを会報にして発行。 

6．学習会・講演会の開催 

年２回程度、子どもに係る心理・教育・学校・社会問題等を学び、意識

を高めている。 

7．キャンプ 

  幼児から親を対象にした親子キャンプ、小学校高学年から青年までを対

象とした子どもキャンプを毎年夏に行っている。 

8. 乳幼児サークル「しゃぼんだま」 

  昭和記念公園や立川子ども劇場の企画で楽しみながら交流する。  

活動場所 事務所：〒190-0011立川市高松町 2-1-16-101 

鑑賞例会：立川市内の学習館、市民会館を中心に、国立市・昭島市を含む近

隣ホールなど 

とびっきりまつり：立川市こども未来センターなど 

キャンプ：秋川、鳩ノ巣など 

活動日・時間 事務所(開局日)：火・金 10:00～15:00 

鑑賞例会：年５回程度（土・日中心） 

まつり：毎年５月か６月、キャンプ：７、８月、 

乳幼児サークル「しゃぼんだま」：毎月主に第３土曜日 

対象者 子育て中の親子、活動に関心のある青年、大人 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可 どなたでもいつからでもご入会できます 

代表者名 中嶋 節子 

連絡先 ＴＥＬ・ＦＡＸ  ０４２－５２６－０７３１ 

Ｅ-Ｍail  npo-tkg@jg8.so-net.ne.jp  
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名称 立川市子ども会連合会 

立川市地区子ども会連合会（市内 12地区） 

活動開始年月 昭和３８年４月１日 

こんな活動を 

しています 
１．子ども会とは 

 子どもは、家庭、学校、地域の三者が関わりを持ちながら健全

に育成され、自立した社会人として成長していきます。 

 家庭では躾、学校では知識、地域では、子ども会を通じ仲間を

つくり、種々な体験、遊びの中から生きる力を学び身に付け、生

活環境の変化にも対応できる、生きる力を持つ人材を育成する、

この様な理念の基、活動する団体です。 

 

２．子ども会活動と内容 

 子どもたちが異年齢（幼児から高齢者、障害者）など集団で活

動するときに必要な、協調性、リーダーシップ、思いやり、責任

感、コミュニケーション能力など、これからの社会人に必要不可

欠な要素を取り入れながら活動している。 

 特に地域行事に積極的に参加し、社会人としても活躍できるリ

ーダー養成については、行政からの助成事業として行う重要な事

業です。地域活動、社会福祉活動に重点を置き、障害者、高齢者

とのふれあい交流などの企画、運営、後輩の指導等を担う人材育

成を行っている。 

 

活動場所 立川市子ども会連合会、地区子ども会連合会は各地区で活動していま

す。 

活動日・時間 事業の日時・内容については、各地区子ども会情報紙やチラシなどで、

お知らせしています。 

対象者 子ども会会員 

未就学児・小学生・中学生・高校生・大学生・一般大人会員 

新規会員受付 

 

随時募集 子ども育成課青少年係までお問合わせください。各地区子ど

も会連合会会長より、折り返し電話をさせていただきます。 

代表者名 立川市子ども会連合会 会長 古屋 幸雄 

連絡先 

 

事務局：立川市子ども家庭部子ども育成課青少年係 

ＴＥＬ     ０４２－５２３－２１１１（内線１３０６） 

ＦＡＸ     ０４２－５２８－４３５６ 

Ｅ-Ｍail    kodomoikusei@city.tachikawa.lg.jp 
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名称 
立川市青少年健全育成地区委員会（市内 12地区） 

立川市青少年健全育成地区委員長連絡会 

活動開始年月 昭和３３年９月１日 

こんな活動を 

しています 

立川市青少年健全育成地区委員会は、立川市青少年問題協議会で決定

された青少年健全育成市民行動方針を地域で実践する団体です。 

 市内 12 地区の立川市青少年健全育成地区委員会では、「あいさつ運

動」、「子ども 110番」、「環境改善活動」、「夜間パトロール」など、子ど

もの安全・安心や青少年の健全育成を図るための活動を行っています。 

 また、「中学生の主張大会」や「成人を祝うつどい」の実行委員会の

中核として、事前の企画から当日の運営まで幅広く担っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動場所 立川市青少年健全育成地区委員会は、各地区で活動しています。 

 

活動日・時間 事業の日時・内容などについては、機関紙やチラシなどで、お知らせし

ています。 

対象者 青少年及び市民を対象に活動をしています。 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

立川市青少年健全育成地区委員会は、各地区で青少年健全育成に関わっ

ている団体・機関の代表者で構成されています。 

代表者名 立川市青少年健全育成地区委員長連絡会 会長 角田 健次 

 

連絡先 

 
事務局：立川市子ども家庭部子ども育成課青少年係 

ＴＥＬ     ０４２－５２３－２１１１（内線１３０６） 

ＦＡＸ     ０４２－５２８－４３５６ 

Ｅ-Ｍail    kodomoikusei@city.tachikawa.lg.jp 
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名称 
立川市ボーイ・ガールスカウト育成会 

活動開始年月 昭和４６年１２月 

こんな活動を 

しています 

毎年 9 月に立川北口サンサンロードで行われる子育て教育フェアで、

ボーイスカウトは わりばし鉄砲づくりと射的などを、ガールスカウト

は クラフトづくりを出店させて頂き就学前の子どもに物づくりの楽し

さを体験してもらっています。 

また立川女性総合センター等で年２回、ボーイスカウトとガールスカウ

トの募集・説明会を行っています。 

 2015 年は 1 月に全立川市のボーイスカウト、ガールスカウトが高尾

山に会する初詣ハイキングも計画しています。 

ボーイスカウト、ガールスカウトどちらも野外での活動を中心に行っ

ています。「やってみたいこと」を自分たちで意見を出し合って、どう

したら出来るか考えて組立てて、時には助言を求めて実現をめざしてい

ます。 

人間形成の大事な時期を活動を通じて心と身体のバランスがとれた

子どもの育成をめざしています。 

立川には地域別にボーイスカウトが 6 個団、ガールスカウトが 3 個団

あります。以下の活動場所、活動日・時間はそれぞれの団によって異な

りますので概ねとして記載してあります。 

 

 

 

 

 

 

 

活動場所 ふだんは地域センター、公園等の公共施設です。 

また、ハイキングやスキー、キャンプにも行きます。 

活動日・時間 毎月２回程度、土曜日か日曜日に行っています。時間は年齢によって 

異なりますが２時間～５時間程度です。 

対象者 幼稚園年長から入れます。 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

常時受け付けています。 

代表者名 岩崎 正治 

 

連絡先 ＴＥＬ  090-9851-8076     

E-mail   m_iwsk@m-net.ne.jp        
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名称 

 立川地域文庫連絡会 

活動開始年月 昭和５２年～ 

こんな活動を 

しています 

子どもたちの読書環境の充実と会員相互の資質向上のために、市内の

家庭文庫、地域文庫、読書ボランティアのサークルが集まってできた連

絡会です。 

現在は７つの団体が参加しています。【 おおつか文庫(砂川町)・おは

なしころりん(柴崎町)・おはなしサークルぐりとぐら(錦町)・くまの子

文庫(砂川町)・立川おはなしボランティア(曙町)・たんぽぽ読書会(一

番町)・メイフラワー文庫(富士見町) 】 

 各団体では、各々の文庫活動や勉強会を行い、図書館のおはなし会へ

の協力、小学校、幼稚園、保育園、学童保育所等へ、絵本の読み聞かせ

や素話などを中心にしたおはなし会を届けています。 

 文庫連としての活動は、年度初めの総会で１年間の計画を決定し、必

要に応じて開く数回の定例会で進めています。活動内容は、日ごろの活

動に関係した学習会や講演会の実施。図書館のおはなし会への協力。図

書館と共催で図書館のボランティア研修の学習会を行ったり、たちかわ

読書ウィークの期間中に「立川地域文庫まつり」を図書館と共催し、講

演会や科学あそびの講座、おはなし会、活動の展示等を行なっています。 

また年に数回、会報「文庫連だより」を発行し、広く市民に呼びかけて

います。 

 

 

 

活動場所 市内図書館、各家庭文庫、各地域文庫、市内小学校、保育園、幼稚園、

学童保育所等 

活動日・時間 文庫連定例会は年 6 回程度 学習会年３回程度 立川地域文庫まつり

年１回 

各参加団体の活動日、時間に準ずる。 

対象者 主に幼児から小学生の子ども 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可 

代表者名 松本千佳子 

 

連絡先 ＴＥＬ    ０４２－５３４－３２７２ 

ＦＡＸ    ０４２－５３４－３２７２ 

Ｅ-Ｍail    m-chikak@gf7.so-net.ne.jp 

 

 

 

 

 

mailto:m-chikak@gf7.so-net.ne.jp
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名称 
立川二中 朝の挨拶運動 

活動開始年月 平成１７年７月 

こんな活動を 

しています 

二中地区補導連絡会（民生児童委員、保護司、少年補導員、児童福祉

司、二中学区小中学校の生活指導主任で構成）が主体となり、青少健（曙

町・高松町・栄町地区）やＰＴＡが協力する体制で実施中。 

目的は、地域の大人たちが、毎朝の挨拶という形で中学生に積極的に

声をかけ、ふれあい、次の施策を実践することです。 

 

① さわやか挨拶運動（立川市） 

② 夢育て・たちかわ子ども２１プラン（立川市） 

③ 立川市青少年健全育成方針（立川市） 

④ 心の東京革命（東京都）、７つの呼びかけの一つ「子どもに毎日きち

んと挨拶をさせよう」 

⑤ 社会を明るくする運動（法務省）のスローガン「できることからま

ず一歩、まじめの一歩」 

 

この運動の特徴は、民生児童委員、保護司、少年補導員、協力員、Ｐ

ＴＡ、生徒会は年間を通して、毎月一貫してその人の決められた曜日を

当番の日として毎日実施していることです。その日の朝は、二中の校門

付近で、生徒に「おはようございます」と挨拶をします。参加者の高い

意識や中学生の高感度の反応に支えられて続いています。 

 

 

 

 

活動場所 二中正門及び東門（都立立川国際中等教育学校）付近 

 

活動日・時間 毎日 午前８時～８時３０分 

 

対象者 二中生徒及び二中に出入りする全ての人 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可（二中ＯＢや地域住民の普段着の参加を望んでいます） 

代表者名 栗原 安佐惠 

 

連絡先 ＴＥＬ    ０４２－５２６－０４３３ 

ＦＡＸ    ０４２－５２６－０４３３ 
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名称 
立川まちおん 

活動開始年月  平成１６年６月 

こんな活動を 

しています 

 

 
まちおんマーク 

＊ 「まちなか」での音楽・舞踊・美術・芝居などの表現活動を支援することを通
して、立川に住む人・訪れる人が「明日も生きていこう」と感じられる文化の
まちづくりを目的に活動しています。  

＊ まちなかライブを企画し行っています。発表の場の少ない若い人たちに場を、
また、子どもから高齢者まで、気軽に生の演奏を聞く機会を提供しています。
若年者からは、「ただで、演奏が聞けてうれしい」「演奏を聞いてほっとする」
「居心地の良い場所になっている」などの声をいただいています。  

＊ 立川駅デッキ上で演奏しているミュージシャンのネットワークをつくり、①通
行の邪魔にならない②音量に気をつける③ごみは持ちかえるなどのマナーを呼
びかけています。  

＊ 表現活動に対しての実態調査・意向調査を行ないます。ストリートライブの調
査では８割の方が「まちの雰囲気として良い」と認めていました。と同時に、
「なんらかのマナーも必要」という意見もありました。  

＊ 老若男女の市民が一堂に会して、意見交換しライブを作り上げ、文化のまちづ
くりを実践しています。  

＊ ２００８年３月 中高生バンド＆ダンス クリニック＆ミニライブ開催  

 幸学習館・幸児童館 

＊ ２００８年１１月 「立川音頭」をよさこいにアレンジ、「シャンコ立川」と命名し

発表  

＊ ２００９年３月１４日 まちおんフェスティバル開催  

＊ ２０１１年１月１０日立川市「成人を祝う会」ステージ協力（５年連続）  

＊ 楽市ステージの企画・運営  

＊ ２００８年９月～２０１１年９月 たちかわ大人バンドフェスティバル主催  

＊ ２０１２年５月～ 毎年「立川いったい音楽まつり」立川の街中が音楽であふ

れるという音楽イベントを実施。子ども未来センター前も会場のひとつとして

開催。高校生バンドも出演。 

２０１５年も５月開催を企画中。フェイスブックに案内あり。  

＊ ２０１２年～毎年３月開催の「立川シティハーフマラソン」でスポーツと音楽

のコラボレーションを試み、参加者に楽しんでもらった。親子レースでの盛上

げにスタート地点での音楽演奏を企画。その他マラソン広場では子ども用イベ

ントを企画。 
 

活動場所 会議は公共施設で行います。  

ライブは高島屋前・伊勢丹前・アレアレア・若葉けやきモールなど  
  

活動日・時間  会議は月に１回程度。ライブ前は増えます。  
 

対象者 「立川まちおん」の目的に賛同する方  
 

新規メンバー 

受け入れの可否 

もちろん可。ライブのお手伝い参加も歓迎です。表現活動に興味のある子どもから

おとなまで、一緒に活動しませんか。  
 

代表者名 鈴木 一廣 

連絡先 ホームページ http//www.tachikawa-machion.com/から「問合せ」をクリックしてく

ださい。  
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名称 
たちかわ水辺の楽校運営協議会 

活動開始年月 平成１８年４月  

こんな活動を 

しています 

子どもたちにとって、川はワンダーワールドであり、貴重な体験の

場であり、また感性を磨き想像力を養うための学習には最適な場です。

川を文教、情操、生態空間と位置づけ、安全かつ身近な自然体験の場

として活用し、助成金等も活用し、行政からの支援を受け、地域団体

と連携した協働のイベントを開催しています。山梨県の源流から川崎

市の多摩川の河口まで様々なプログラムへの参加を通して体験を豊か

にし、自然、地域文化、環境保全等にも関心をもつ親子もふえてきて

います。 

○たまがわ・みらいパークや地域団体との連携で実施してきたもの 

・みらいパークまつりで「俳優の中本賢さんを迎えて―ミニミニ水族

館と紙芝居―」を担当。こどもたちが作成した紙芝居等の発表。 

・ヤゴ救出作戦、石の文化をたずねて、魚とりと水生生物の観察、化

石と地層の観察会、多摩川源流体験教室、水干ハイキング、橋の謎

を探る、多摩川ウオーク＆野鳥観察、水のふしぎ実験、大師河原で

の干潟と水生生物観察、幼児連れ親子自然観察会等を実施。バイオ

マスの話ミニ講演会や環境と農の講座開催、ふれあい農園との交流

事業等。他玉川上水方面でネイチャーゲームにも挑戦中。 

○多摩川、残堀川の河川清掃活動、昆虫観察会、水生生物観察等。 

○実績：多摩川流域の水辺の楽校等と連携した交流会、こどもシンポ

ジウム等への参加や教員対象の「多摩川塾」を共同開催。 

○行政、地域団体等と連携し「こどもの水辺」」登録（２００９年３月）。

「第三回たちかわ環境賞〈大賞〉」受賞（２０１１年４月。）今後は、

地域団体と連携した企画や自治体、国関係機関への働きかけ等も行

っていく予定。 

 

活動場所 ・たまがわ・みらいパーク、山梨県から川崎市までの多摩川流域の河川

敷、残堀川遊歩橋付近等 

・定例役員会は、たまがわみらいパーク  近隣施設等 

活動日・時間 月 1回程度の土日や夏期休業中。定例役員会は年数回程度。 

対象者 小学生から大人まで 

新規メンバー 

受け入れの可否 

新規会員募集中  

 

代表者名 影山勇二 

連絡先 ＴＥＬ＆ＦＡＸ  ０４２-５２５-８５０５  （会長：影山）   

ＴＥＬ   ０９０-５４４０-８２９４   （事務局：竹内） 

Ｅ-Ｍail   take3627@kkd.biglobe.ne.jp  （事務局：竹内） 
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名称 
玉川上水の自然保護を考える会   

活動開始年月 平成元年１２月 

こんな活動を 

しています 

 

 

 

 

 

 

・ 玉川上水を中心とする周辺の自然環境を保護し、生活環境の維持・

向上を図る。 

・ 自然観察･環境学習･ふるさとづくり･仲間づくり･三世代交流事業 

１．玉川上水の野草･樹木･野鳥･昆虫等の保護 

２．水路、緑道等の清掃･除草 

３．ホタルの保護、観察会の開催（横沢入里山保全地域、玉川上水、

残堀川） 

４．食べられる野草教室･親子自然観察会等の開催 

５．学校プールからのヤゴ救出、飼育活動、環境学習への支援、 

  高校生の「社会体験」支援 

６．自然環境・景観保護、生態系保護団体との連携 

    玉川上水の上流から下流までの 13 団体の連携組織「玉川上水 

ネット」による玉川上水の保存活動に協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動場所 玉川上水、こんぴら橋会館、その他 

 

活動日・時間 第１日曜日；午後１～３時   

第４日曜日；午前９時～１１時 

対象者 小、中学生、高校生等から一般市民 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可 

代表者名 代表   柴 俊男   

 

連絡先 ＴＥＬ  ０４２－５３６－１９５５    

ＦＡＸ  同上                        
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名称 
たまがわ・みらいパーク企画運営委員会 

活動開始年月 平成１９年４月 

こんな活動を 

しています 

 

 

 

 

 

 
 

☆基本コンセプト☆ 

立川市民の財産「旧多摩川小学校」は、多摩川に隣接し、その豊かな自然が四

季を通して直に感じられる、素晴らしい場所です。小学校跡地をどう活用する

か？近隣市民を中心に数年の協議・検討を経て、平成 1８年４月に「子どもた

ちを中心に様々な人が集い、楽しみ、学びあう場」というコンセプトのもと、

オープンしました。公募により「たまがわ・みらいパーク」の愛称も決定。平

成 19年４月からは、市民有志で設立した団体、「たまがわ・みらいパーク企画

運営委員会」が立川市とパートナーシップ協定を結び、現在、地域のみなさん

と共に、地域の発展、魅力ある街づくりの為、既成のものにとらわれない、新

しい活用を進めています。 

 

☆ たまがわ・みらいパークの主な活動紹介☆ 

・子育てひろば ・みんなのサロン ・自習の場として提供 ・日曜絵画教室 

・たまみら朝市（新鮮野菜の販売とﾌﾘｰﾏｰｹｯト） ・カラオケを楽しもう 

・楽器の練習の場 ・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ演奏と歌 ・よさこい練習 ・グランドゴルフ 

・防災教室 ・ヤゴ救出作戦、源流体験、・リサイクル物づくり ・アート展示 

・プラモデル作りとミニ四駆サーキット ・おはなし会 ・陶芸教室  

・新体操 ・フリー談話室 ・絵てがみ教室 ・自彊術 ・コンサート 等。 

毎年たまがわ・みらいパークまつりを盛大に行っています。 

 

☆ 募集しています☆ 

たまがわ・みらいパークでは、年間通して継続的で魅力的なプログラムを実施

したいと思っています。多くの皆さんと、知恵と力を出し合って、たまがわ・

みらいパークが立川の故郷といえるような居場所にしたいものです。企画運営

委員、あるいはボランティアとして一緒に作り上げていきましょう！（楽しい

企画など、お待ちしています） 

活動場所 たまがわ・みらいパーク（立川市富士見町６－４６－１） 

 

活動日・時間 年間通して随時。 企画会議は毎月第 3木曜日午後 7時～9時 

 

対象者 主旨に同意されるすべての方。連絡お待ちしています。 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可 

代表者名 景山 千鶴子 

連絡先 ＴＥＬ  ０４２－８４８－４６５７（たまがわ・みらいパーク事務室）   

ＦＡＸ  ０４２－８４８－４６５７  

Ｅ-Ｍail  info@miraipark.net  ホームページ：http://miraipark.net/ 
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名称 アフタースクール・プログラム多摩っ子クラブ 

活動開始年月  平成１９年１０月 

こんな活動を 

しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動場所 アフタースクール・プログラム 多摩っ子クラブ 上砂教室 （立川市砂川町８-88-24） 

立川市 けやき台第二学童保育所／立川市 西砂第二学童保育所 ほか 

活動日・時間 【多摩っ子クラブ 上砂教室】 平日 13：00～19：30 
（近隣小学校の行事等により変更あり） 

対象者 小学校１年生～６年生 
＊プログラムにより０歳（親子）～幼児、中学生を対象としたものもあります。 

新規メンバー 

受け入れの可否 

随時受付中 

代表者名 加藤 禮子 

 

連絡先 ＴＥＬ   ０４２－５３５－３１００ 

ＦＡＸ   ０４２－５３５－３３３６ 

Ｅ-Ｍail   tamacco@k-shien.jp 
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名称 
チャイルドラインたちかわ 

活動開始年月 ２００４年(平成１６年)１月設立準備会発足 同年６月設立総会 

活動内容 

 

 

 

 

 
 

＊ チャイルドラインは、子どもがかけたいときにかけられ、きりたく

なったらきっても良い、子どもが主体となってかけられる 18 歳ま

での子どものための専用電話です。 

 

＊ チャイルドラインは、子どもの声に耳を傾け、その心に寄り添い、

思いを受けとめることによって、子ども自身が気持ちを整理して、

自分なりの解決方法を見つける手助けをします。 

 

＊ 私たちは、１８歳までの子どもを対象にしたチャイルドラインを立

川のまちに創設し、立川市在住・在勤の市民が中心となって活動し

ているボランティア団体です。認定特定非営利法人チャイルドライ

ン支援センターの団体会員として、全国や東京のチャイルドライン

と連携し、次のような活動をすすめています。 

 

★ 子ども電話の常設開設と電話カードの配布 

常設電話  毎週日曜日 午後 1時～5時  ０４２－５２６－７６２２ 

全国フリーダイヤル  毎日午後 4時～9時 ０１２０－９９－７７７７ 

★ 東京キャンペーン実施時に子どもたちに電話カードを配布。 

★ チャイルドラインの活動や電話を通して見えてくる子どもたち 

の現状を社会に伝えるための市民向け学習会、講演会などの開催。 

★ 子どもの権利について、大人も子どもも学びあうプログラムの

実施。学童・児童館の小学生を対象にお互いの気持ちを伝え合

うワークショップのファシリテーター、学校やＰＴＡ、青少健

での講演、子どもに関わる方の研修会等の講師も務めています。 

活動場所 女性総合センターアイム､子ども未来センターなど。 

活動日・時間 不特定。メンバーは仕事を持っている方が多く、月１回の運営会議や研

修会・学習会等は、土・日や夜間に開催しています。 

対象者 チャイルドラインたちかわの趣旨に賛同してくださる方なら 

どなたでも 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可。ただし、正会員や電話の受け手を希望される方は、二年に一度開催

されるチャイルドラインたちかわ「受け手養成講座(最低２0 時間)」を

受講していただきます。 

代表者名 山中 ゆう子 

連絡先 ＴＥＬ  ０４２－５３１－５９２７（ＦＡＸで） 
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名称 
なんでも遊び塾   

活動開始年月 平成１５年６月 

こんな活動を 

しています 

 

 

 

 

 

 

＊ 事業実施の基本方針  （事業規模；年間２１事業・全３１回） 

３世代交流による「子どもの居場所づくり」事業。自然体験・歴史

探訪／昔遊び・工作教室等を実施し、「遊び」を通して親子で生活

文化・地域文化を継承し、子どもたちが「自ら生きる力」を身に付

け、「人間性豊かに」育っていくことを支援する。 

○ 昔遊び･･･あやとり、折り紙、カルタ遊び他 

○ 「まゆ玉飾り」づくり･･･砂川の小正月行事 

○ ホタルの幼虫放流及び観察会･･･市内公園等への幼虫放流によりホ

タルが復活。観察会を実施。 

○ 麦打ち体験･･･「昔農作業くるり棒」での麦打ち体験 

○ 親子自然観察会･･･玉川上水の野草・樹木・昆虫等の観察 

○ ハゼつり体験･･･江戸川放水路でハゼつり、カニとり 

○ 自然素材の工作･･･ドングリ、稲わら等を利用した工作 

○ 砂川の伝統食継承・体験･･･手打ちうどんづくり 

○ 地域探訪･･･砂川の歴史探訪、残堀川源流探検 

○ やき芋体験･･･落ち葉を利用してやき芋づくり 

○ クリスマス・リースづくり･･･自然素材でクリスマス・リースづくり 

○ 野草料理･･･玉川上水周辺の野草のてんぷらづくり、試食体験 

○ 地域内小学校からの要請にもとづく学習支援（玉川上水の学習、昔

遊び、農業体験など） 

 

 

 

活動場所 こんぴら橋会館、上砂会館、玉川上水、地域学習館 他 

 

活動日・時間 土曜日・日曜日 

 

対象者 小学生以上の児童・生徒・親子・グループ 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可（開催ごとに参加者を公募） 

支援ボランティア募集中 

代表者名 柴 俊男   

 

連絡先 ＴＥＬ  柴代表；042-536-1955  高橋事務局長；042-535-2719 

ＦＡＸ     同上                        同上 

Ｅ-Ｍail       －         takahashi44@jcn.m-net.ne.jp 
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名称 はぐはぐ 

活動開始年月 平成１５年７月 

こんな活動を 

しています 

《はぐはぐカフェ》 

月 1 回、お茶を飲みながら近況報告や子育てのことなど、おしゃべりを

しています。 

 

《ベビーボンディング》 

月 1 回、メンバーの一員である助産師 河 房子さんによるベビーマッ

サージの講習を行っています。 

講習後、メンバーの手作りおやつとお茶を頂きながら、育児の悩みの相

談などを気軽にできる交流会をしています。 

 

《ビューティーエクササイズ》 

月 1～2 回、講師の先生を招いて、ストレッチやバランスボールを使っ

たエクササイズを行っています。 

 

《食の会》 

年に 1 回、管理栄養士の岡本正子さんを講師に招いて、親子での調理実

習を行っています。    

 

《はぐはぐ英語》 

月 1 回、歌や絵本や遊びで楽しめる親子英語をしています。 

 

 

その他、お父さんにも参加してもらって、昭和記念公園にてバーベキュ

ー大会を開いたりしています。 

 

 

活動場所 こぶし会館 若葉会館 など 

 

活動日・時間 不定期 

はぐはぐＨＰをご覧ください http://hughugtachikawa.web.fc2.com/   

対象者 子育て中の親とその子供 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可 

代表者名  

連絡先  
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名称 
特定非営利活動法人 たすけあいワーカーズ パステル 

活動開始年月 平成１７年３月設立  

こんな活動をし

ています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ NPO 法人たすけあいワーカーズパステルは、お互いに支え合い、

助け合いながら、誰もが自分らしく暮らしていけるまちづくりを目

指し、平成１７年 3 月より活動しています。 

 

 

 

１、自立援助サービス 

子育てや介護をしている中で、ちょっと手助けがあったらと思うこ

とは何度もあります。「産後の手伝いに来てくれる人がいないので

手伝ってほしい」「認知症の親の見守りをして欲しい」など、公的

なサービスではできないお手伝いを自立援助サービスとして提供

しています。 

詳しくは HP をご覧ください。 

２、産前、産後ヘルパー派遣モデル事業(立川市委託事業) 

産前 1 ヶ月、産後 6 ヶ月までの期間、1 回 2 時間 2 回まで無料で 

ヘルパー派遣が受けられます。 

３、養育支援ヘルパー訪問事業（立川市委託事業） 

４、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣事業（  〃  ） 

５、見守り保育 

６、サークル活動 

月 1 回事務所にて開催。地域の人たちが気軽に集まれる場を目指し

ています。 

 

 

活動場所 

 

立川市内 

受付時間 

 

月曜日～金曜日 午前９時～午後５時（土日・祝祭日はお休みです） 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可（興味、関心のある方はいつでもお問い合わせください） 

パステルの趣旨に賛同して働ける方、自転車での移動が可能な方。 

代表者名 星 淳子 

連絡先 住所     〒190-0002 立川市幸町 6-7-16 サンガーデン 102    

ＴＥＬ    ０４２－５３５－８０７１  

ＦＡＸ    同上    

Ｅ－Ｍａｉｌ lala-0319pastel@cameo.plala.or.jp 

ＨＰ     https://sites.google.com/site/pastel13act/ 

 

 

 

 

事業内容 
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名称 
パパトーーク＠たちかわ 

活動開始年月 平成２５年９月 

こんな活動を 

しています 

 

「パパトーーク@たちかわ」は、立川で子育てを思う存分楽しみたい

パパ達がゆるーくつながるためのパパ友サークルです。 

 

立川市生涯学習センター主催のパパ講座「パパトーク」に参加してい

るメンバーを中心に講座以外でも集まるようになり、パパサークルとな

りました。 

 

地元のパパ友だからこその企画で集まっては楽しんでいます♪ 

  

・週末の子連れランチ会 

・寝かしつけ後のフットサル 

・週末ＢＢＱ 

・親子でテーブルゲーム 

・お酒を飲みながらの子育て談義 

 

 

 

活動場所 女性総合センター「アイム」、子ども未来センター、 

その他、立川近辺のお店や施設など 

活動日・時間 平日の夜、週末の日中 

 

対象者 子育てや地域をもっと楽しみたいパパであれば誰でも 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

いつでもどうぞ（地域のパパ友づくりのためのゆるい集まりです） 

代表者名 朝倉 高志 

 

連絡先 ＴＥＬ  ０８０-３２７９-９１５２ 

Ｅ-Ｍail a.s.a.bonneville@gmail.com     
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名称 
 学校花いっぱい活動 ビオラの会 

活動開始年月 平成１４年４月 

こんな活動を 

しています 

ビオラの会は、花いっぱいの豊かな環境の中でこどもたちが健やかに成長してく

れることを願い、子どもたちと一緒にビオラとマリーゴールドを種から育ててい

ます。 

この活動は、地域・五小保護者などの有志 21名により学校教育支援活動として行

っていますが、｢花カフェ隊｣｢水やり隊｣立川第 5 小学校の先生・職員・保護者ボ

ランティアの方々との連携があり支えられています。 

 

活動内容 ・企画運営委員会及び実行委員会による活動の企画・花の育成方法 

授業支援の準備や段取りなどの話し合い 

・先生との交流連絡会（ボランティア募集、児童との作業日程、方法

などの話し合い） 

・年 2回(5月マリーゴールド・9月ビオラ)の種まき、植え替え、植え

付け、花壇の除草や整備。 

児童は、主に中休み時間や、生活科の授業を通じ、また保護者ボラ

ンティア「花カフェ隊」の参加があり一緒に花を育成しています。 

・毎日の水やり(当番制) 

夏休みは、「夏休み水やり隊」・日直の先生、園芸委員会(5・6 年生)

の参加協力により、2学期まで花を咲かせることが出来ています。 

・入学・卒業式のためのお祝い花鉢づくり 

・高松ふれあい健康フェアへ参加、苗を配布。 

活動場所 立川市立立川第五小学校 

 

活動日・時間 

 

 

 

企画運営委員会：年 4回～５回 午前 10時～12時  

実行委員会：随時｢花カフェ隊｣との活動打ち合わせ 

先生との連絡会 年間 2回～3回 および必要に応じて随時 

毎月 1～２回の花づくり作業   午前 10～12時 

毎日の水やり(当番制) 夏 午前 8時半～9時頃  午後 4時～5時  

冬 午前 9時半～10時 30頃 

対象者 不特定多数の立川市地域住民 

次世代を担う子どもたちを育成していくための活動をする個人・団体 

新規メンバー 

受け入れの可否 

随時募集 

代表者名 宮田由香 

連絡先 ＴＥＬ     ０９０－３２２３－７４５９ 

ＦＡＸ     ０４２－５２７－９７６９ 

Ｅ－Ｍａｉｌ  yuka-sept@base26.com 
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名称 
ひだまり親子リトミックサークル 

活動開始年月 平成１７年１月 

こんな活動を 

しています 

＊ 音楽に合わせて、親子で楽しく体を動かします。 

＊ 歌をうたいながら、親子のふれあいもたのしくできます。 

 

☆ 参加費 

１回 １家族 ￥５００ 

（親１人、子２人でも￥５００です） 

駐車場あります。 

※春夏冬休みは、小学生はお休みで午前中から学童保育があるため駐車

場はご利用できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動場所 西立川児童会館 ホール 

 

活動日・時間 毎月第２・第４木曜日 AM10:45～11:30 

 

対象者 ０歳から就学前までの親子 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可（登録制） 

代表者名 西立川児童会館 

 

連絡先 ＴＥＬ    ５２５－０５７１ 

ＦＡＸ    ５２５－０５７１ 

Ｅ-Ｍail    nt_gakudou@yahoo.co.jp 
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名称 フェローホームズ アフタースクール 

活動開始年月 ２００５年４月 

こんな活動を 

しています 

当アフタースクールは、昭和記念公園南側立川市総合福祉センター隣、社会福

祉法人恵比寿会が設置する「特別養護老人ホーム フェローホームズ」内に開

設した学童保育施設です。201５年４月で１１年

目を迎えます。 

 

通所には、原則送迎を行い、児童の安全を図ると

共に、保護者の皆様が安心して働けるように支援

していくことを目的としています。活動について

は、放課後の保育は当然のことですが、ホームの

高齢者の方々とのふれあいや、児童ひとり一人の日常活動を大切に、小人数の

児童を複数のベテラン指導員が丁寧に保育にあたっております。 

 

フェローホームズアフタースクールの４つの特長 

１．少人数（１２名）保育で、お子さんを見守ります。 

  ベテランの教職体験者が専従スタッフとして保育にあたります。 

２．学校から自宅まで、専用バスで安心送迎いたします。   

３．高齢者施設内の拠点を活かし、季節ごとの行事・ひな祭り・夏祭り・ 

餅つき等に参加し、相互交流を重ねることによっては、子ども達の豊かな  

情操が育まれていきます。 

４．法人敷地内に、専用活動スペース及び広い園庭を有します 

５．保護者が安心して仕事を続けられるように延長保育を実施。保育時間 

  は 19 時まで延長可能です。（但し、保護者のお迎えが条件です。） 

活動場所 特別養護老人ホーム フェローホームズ内（立川市富士見町 2-36-43） 

 

活動日・時間 学校授業日：下校時～18 時 学校休業日：８時半～18 時 

送迎時間：送りは 17 時～18 時の間で行います。 

対象者 送迎が可能、もしくは通うことが可能な小学１年～３年までの子ども達 

（原則、第１・第２・第３・第４・第５・新生小学校の児童。）但し、車の関係

で下校時間に送迎できない場合があります。）定員１２名 

新規メンバー 

受け入れの可

否 

空き情報は、法人へ直接お問い合わせください。 

代表者名 森山善弘 

 

連絡先 ＴＥＬ         ０４２―５２３―７６０１ 

ＦＡＸ         ０４２―５２３―７６０５ 

E-mail        info@fellow-homes.or.jp 

ホームページ  http://www.fellow-homes.or.jp/ 
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名称 
東京賢治シュタイナー学校 幼児部   

 おひさまぽかぽかクラス  
活動開始年月 平成２０年６月 

こんな活動を 

しています 

このクラスでは、妊婦さんをはじめ子育て中のお母さん方に、シュタイ

ナー幼児教育を知っていただくために、様々な企画体験や子育てのお話

会を設けています。 

大人がほっとくつろげる空間、そしてお子さんが安心して遊べる空間

を、幼児部の教師と保護者スタッフとが用意してお待ちしています。 

 

毎月第 2火曜日は、企画体験日。シュタイナーの考えに基づいた手仕事、

病気の手当て法、マッサージ、おやつ作りなどを、大人の方中心に体験

してもらえます。 

 

毎月第 4火曜日は、子育てのお話し会。毎回様々なテーマで、シュタイ

ナー教育の観点からのお話を聞くことができます。 

 

スタッフが必要に応じてお子さんの保育にあたります。 

また、毎回スタッフ手作りの美味しいおやつ付き（安心安全な食材を使

用）。 

どうぞお気軽におこしください（要予約、会費あり）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動場所 ＮＰＯ法人 東京賢治の学校の運営による 東京賢治シュタイナー学校 

幼児部 たんぽぽこどもの園 園舎（柴崎町２丁目） 

活動日・時間 毎月第 2、第 4火曜日 10:00～11:30 (２０１５年から変更予定) 

 

対象者 ０歳～３歳児をもつ親子と妊婦さん 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可 

代表者名 岩月 

 

連絡先 ＴＥＬ    080－5383－7113 

ＦＡＸ    なし 

Ｅ-Ｍail    tanpopo＠tokyokenji-steiner.jp 

 

 



37 

 

名称 
市民型ソーシャルワーカー ほっとほっとたちかわ 

活動開始年月 平成１９年４月１日 

こんな活動を 

しています 

私達は子育て支援の『傾聴ボランティア』です。 

訪問を希望された家庭に無料でうかがい、話を聴き、一緒に考え、

一緒に散歩や公園遊びなどもしています。 

初めての出産・育児は、誰でも一人で考え過ぎてしまうもの。これ

でいいのかしら？こんな時どうしたらいいのかしら？また、上の子と赤

ちゃんの間に挟まれてなんだか上手くいかないことが多い。イライラし

てモヤモヤして自分がよくわからない…。今日も一日子どもとしかおし

ゃべりしていない…。そんな時、誰かに話すことで心が軽くなったり、

違う目線で子どもや家族そして自分自身に向き合えることができるの

です。私たちはそんな子育て中の家庭に寄り添い、丁寧に話を聴き、相

手の気持ちを受け止め、信頼関係を築いていくことが大切だと感じてい

ます。合言葉は「大丈夫！みんな一緒だよ～」「がんばっているあなた

は素敵なお母さん」です。 

私たちはカウンセラーなどの専門家ではありませんが、立川市主催

の傾聴や子育てに関する研修と訓練を受け、『守秘義務』のもとで活動

をしています。「子育てを応援したい！」という共通の志を持った仲間

で『既存のサービスの隙間を埋める役割』を担っています。 

現在、ファミリーフレンド事業として立川市との協働で活動をして

います。 

 

 

活動場所 子ども未来センター内会議室 

※傾聴活動は主に依頼者の自宅で行います 

活動日・時間 定例会：毎月第２土曜日１時３０分～５時 

 

対象者 正会員は所定の養成講座等を修了した者または傾聴経験のある者 

準会員は傾聴の初心者で研修中の者 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

随時募集中 

代表者名 代 表  樋口 ちづ子 

 

連絡先 ＴＥＬ  ０８０（５５２４）０２７１ 

ＦＡＸ  ０４２（５２８）６８７５ 子ども家庭支援センター内 

Ｅ-Ｍail  hot-tchkw@ezweb.ne.jp 
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名称 
ホリデースクールわかば  

活動開始年月 平成１４年９月７日 

こんな活動を 

しています 

◎ けやき台小学校 

＊ しょうぎクラブ 

＊ ちびっこ工作 

＊ リラックスルーム 

＊ 校庭で遊ぼう 

＊ 卓球教室 

＊ 先生と遊ぼう 

＊ おやつ作りに挑戦 

＊ ハイパーヨーヨーに挑戦 

＊ 遊戯王大会 

＊ 水泳教室（７月） 

＊ もちつき（１月もしくは２月） 

※ただし、インフルエンザ、ノロウィルスの影響がなければ実施  

する時もある。 

 

◎ 若葉小学校 

  現在 休学中  再開はスタッフがそろえば 

 

 

活動場所 けやき台小学校 

 

活動日・時間 土曜日 13:30～15:30 月２～３回  

３連休の土曜日は休み（原則として） 

長期休暇中は休み 

対象者 若葉町地区の小学生が主だが、国分寺市・小平市の子ども、中学生、幼

児もＯＫとしている。（幼児は保護者同伴） 

新規メンバー 

受け入れの可否 

随時入会を認めている。たとえ１回の参加でも入会金（保険料などに相

当）は徴収しているが、見学は無料。ただし、３月からは無料。 

代表者名 山田
や ま だ

 拓男
ひ ろ お

（けやき台小）   

連絡先 ＴＥＬ ０９０－８５０９－１３３６  ０４２－５３６－２１０５ 

ＦＡＸ ０４２－５３４－０２７２ 

Ｅ-Ｍail  yamada2487@vodafone.ne.jp（携帯） 
      yamada hiroo@ozzio.jp 
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名称 
松中小学校ふれあい交流室 

活動開始年月  平成１５年２月 

こんな活動を 

しています 

 松中小学校の中に登場した空き教室利用の「ふれあい交流室」という、ミ

ニ地域は今年１２年目を迎えました。 

 先生でもない、父母でもないのに学校に来ているおとなたち。子どもには

不思議な存在だったのでしょう。「どうして来ているの？」「何しに来ている

の？」とスタート当時、戸惑い顔を見せていた子どもたちを懐かしく思い出

します。 

 平成２１年度から時程が変わって中休み、昼休み、それぞれ１５分間（月

曜日はロングタイムで３０分）と短時間になりましたが、話したり、トラン

プや将棋で盛りあがったり、本を読んだり・・・ちょっとだけリフレッシュ

して子どもたちは教室に戻っていきます。 

 子どもたちは、ほんのちょっとした会話や一緒に遊びながらの短い時間を

楽しんでくれます。子どもたちもほっとするひとときが欲しいのでしょう。

あの戸惑い顔を見せた最初に出会った子たちは高校を卒業します。 

 そして今子どもたちは、学校の中に地域のおとなたちがいることを不思議

に思っていない様子で、自然な関係を保っています。 

 健康づくり体操では、お年寄りが楽しそうに体操する姿に、子どもたちが

廊下から「お年よりも体操するんだネ」と笑顔を送っています。 
  
最近の活動から 

１．月曜日・金曜日…中休み、昼休み時間の自由遊び 

平成 23年度ふれあい交流室開催日 72日、参加者 1,783人 

２．ちぎりえ教室…毎月第１月曜日１０：００～１４：００ 

３．将棋の日（おとなから技を伝える）…毎月第３月曜日１２：５０～１３：

２０ 

４．夏休みおたのしみ交流室…夏休み中の週 1 回の実習（料理、手芸、工作

など）   

＊子どもの希望に応じています 

５．健康づくり体操…毎月第４月曜日 １０：００～１５：００ 
 

活動場所 松中小学校 空き教室 
 

活動日・時間 毎週月曜日・金曜日 午前 9時 30分～午後３時 
 

対象者 関心のある方ならどなたでも 
 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可 
 

代表者名 田尾 和敏 
 

連絡先 ＴＥＬ    ０４２－５３１－８９８７ 

ＦＡＸ    同上 
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名称 
学
ま な

ボラの会 

活動開始年月 平成１５年４月 

こんな活動を 

しています 
★ 学ボラの会とは･･･ 

学校支援ボランティア活動を始めて 10 年、活動は新生小学校と第八中学

校が中心です。内容は朝の交通安全指導とあいさつ。読み聞かせや図書室の

見守り。その他学校から要望のあったボランティアを行っています。昨年の

サマースクールでは目の錯覚や水の力の不思議、その他物理・科学実験など

を行いました。春休みと夏休み中に各 2日間「ものづくり」をテーマに昼食

づくりと工作などを行いました。 

新生小学校が開校したときに「学ボラの会」と名前をつけて、ボランティ

ア活動をつづけております。会員を増やすことが課題です。子どもたちに関

心のある方、少しの時間を子どもたちのために提供していただける方、など

現在 30名の方々が活動をつづけています。 

子どもが育つのに地域の力や環境が大きな影響を持つことは周知のこと

ですが、具体的に、世代間の交流ができて、コミュニケーション能力も深ま

ります。 

 

《小学校でのボランティア》 

１． 朝の交通安全指導 

２． 月一度全クラスに朝の読み聞かせ 

３． 授業の補助（昔あそびの紹介など）  

サマースクールや新生まつりや春休み夏休み応援し隊などでの指導 

４． 遠足・交通安全のつきそい 

 

《中学校でのボランティア》 

５． 月曜朝のあいさつ運動 

６． 昼休み図書室開放 

７． 要請のあるボランティア（読み聞かせ、その他） 

 

活動場所 新生小学校、第八中学校、その他 

活動日・時間 毎日 朝 7:30～8:30  昼 12:50～13:30 その他随時 

対象者 おもに小中学生 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可。 可能な活動又は時間で、少しだけでもＯＫです。 

代表者名 村井 貴代（代理 矢船けい子） 

 

連絡先 ＴＥＬ    ０４２－５２７－７１２１（矢船） 

ＦＡＸ         同上 
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名称 
まんまる助産院 

活動開始年月 平成２２年１２月 

こんな活動を 

しています 

「まんまる助産院」では、まんまる助産院で産む予定の妊婦さん、産む

ママさんだけでなく、妊娠を考えている方、おばあちゃん世代の方、女

性だけでなくプレパパさん、パパさん、どなたでも参加できる講座が多

数行われています。 

毎週月曜日は助産院を開放し「オープンデー」を開催しています。午前

中から夕方までまんまる助産院を開放しています。 

その時集まった人たちとその時の話題を楽しくおしゃべりしたり、自分

のやりたい事、できる事（例えば…手作りスイーツや食べ物、ダンスや

占い、ハーブセラピー、ヒーリングなどなど）をみんなと一緒にシェア

ーしたりしませんか？盛りだくさんでワイワイする一日です。 

助産院お料理スタッフ特製の身体に優しいお弁当やスイーツも販売し

ています。妊婦さんや産後のママさんはもちろん、妊娠をお考えの方や

おばあちゃん世代の方々、女性のみならず、プレパパさんやパパさんな

ど、どなたでも大歓迎です。助産院ってどんなとこ？という方もぜひ、

一度遊びに来てみて下さい。他に以下のような講座を行っています。 

●お産がっこう 

妊婦クラス全 15講座 産後クラス全 13講座 

●部活  

ヨガ、わらべ歌 ほか 

●その他イベント 

フラワーアレンジメント（灯し花）、ハープと絵本カフェ（fika!）   

その他単発企画いろいろ。詳細はホームページ、ブログをご覧ください。 

ＨＰ http://www.manmaru-jyosanin.jp/ 

携帯サイト http://www.manmaru.limo.jp 

ブログ http://ameblo.jp/manmarujyosanin/ 

 

活動場所 まんまる助産院 

活動日・時間 週５回（詳しくはＨＰをご覧ください） 

対象者 立川市または近隣市町村在住の方 

新規メンバー 

受け入れの可否 

随時、受入れ可。 

代表者名 椎野 まりこ（助産院院長） 

 

連絡先 ＴＥＬ    ０４２－５３４－９８７７ 

ＦＡＸ    ０４２－５３４－９８７７ 

Ｅ－Ｍａｉｌ mail@manmaru-jyosanin.jp 
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名称 
南砂小ふれあい広場 

活動開始年月 平成１６年６月 

こんな活動を 

しています 

●長年さかえ会館で行われていた「立川クラフト同好会」の竹細工教室

を土台に、南砂小地域の児童と保護者・地域の人々とのふれあいを通し

て、互いに学ぶ地域づくりをめざしている。 

（１）毎月第１土曜日の午前中 

＊クラフト    ＊お琴・お茶 

＊正月あそび 

＊もちつき うどんつくり 手打ちうどん 

＊手芸    ＊体育館であそぼう  

＊梅ごはん、まぜごはん、いなりずし、寒天、トン汁など 

（２）夏休み「花火・きもだめし大会」実施 

（３）味噌を親子で作り、活動資金にもあてている 

（４）コンサート「ＰＴＡコーラス・吹奏楽鑑賞」 

●南砂小ふれあい広場の特徴 

８． クラフト等 子どもの文化の体験 

９． お琴等 日本文化の体験 

１０． うどん 食文化体験 

１１． 地域文化の体験 

１２． 地域の団体との協力・協働 

１３． お年寄りとの交流 

 

 

 

 

 

活動場所 南砂小学校 

 

活動日・時間 毎月第１土曜日を定例（学校行事等で変更の場合あり） 

 

対象者 南砂小児童･家族・地域 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可。 

代表者名 中野 隆右 

 

連絡先 ＴＥＬ    ０４２－５２５－１４７４（南砂小） 

ＦＡＸ    ０４２－５２９－０９４０（南砂小） 
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名称 
子育て支援ボランティア「ミニトマの木」 

活動開始年月 平成１６年１０月 

こんな活動を 

しています 

幼い命が犠牲になる痛ましい事件が、毎日のように報道されています。

なぜ？どうして？と思うにつけ、何かせずにはいられない心境です。 

１人１人の力は微力でも、何か役に立ちたい！という想いで、H16年 10

月、ボランティア養成講座に参加した有志が集まり、グループを立ち上

げました。 

世の中が変化しているように、子育て事情も変化して来ています。 

「最近の親は･･･」という前に「子育てって大変よね」「いいのよ。はじ

めから完璧にしようと思わなくても」「私たちも一緒に応援してあげる

から」と親の心に寄り添いながら、いろんな思いを受けとめてあげたい。

そんな気持ちのメンバーが４０代から８０代、14名で活動しています。 

「親子で楽しい時間を過ごしたい」「毎日の子育てでどうしてよいかわ

からない時、具体的に教えてもらいたい」「親子サークル活動の時、手

伝ってもらいたい」など切実なお母さんたちの願いを受け止め、１つ１

つ実現してきました。 

★ 平成１９年６月には、たまがわ・みらいパーク（旧多摩川小学校）

内に「ひろばミニトマの木」を開設することができ、とても喜ばれ

ています。 

  ここの特徴は昼食が食べられる事、日曜日も（月２回ですが）開い

ている事、看護師さんが月１～２回来てくれる事などです。これか

らは、「ひろばミニトマの木」を中心に同じ想いの人と手をつなぎ、

大きな大きな子育ての輪を広げていきたいと思っています。みなさ

ん、「ひろばミニトマの木」に遊びに来てください。 
 

 

 

 

 

活動場所 たまがわ･みらいパーク内「ひろば・ミニトマの木」 

その他随時 

活動日・時間 「ひろば・ミニトマの木」 毎週金曜と第２・第４日曜 11:00～15:00 

 その他随時 

対象者 どなたでも 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可 

代表者名 池谷 愛子 

連絡先 ＴＥＬ  ０４２－５３１－５１３４ 

０９０－２４７５－００６６ 

Ｅ-Ｍail ya83274@kj8.so-net.ne.jp     
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名称 
メイフラワー文庫 

活動開始年月 平成１２年７月 

こんな活動を 

しています 

＊ 本の貸出し 

＊ 読み聞かせ 

「おはなしうさぎ」 

・ 毎月第２・４水曜日 

・ ＡＭ11:00～11:30頃 

・ 対象：就学前の親子 

・ 手あそびなどもやります。 

「物語の扉」 

・ 毎週水曜日 

・ ＰＭ3:00～3:30 

・ 対象：小学生 

 

＊ 火、木、土の貸出しはありませんが、本を読むのは自由にできるの

でご利用ください。 

＊ 駐車場あります。 

※春夏冬休みは、小学生はお休みで午前中から学童保育があるため、

駐車場はご利用できません。  

 

 

 

 

 

 

 

活動場所 西立川児童会館 ２階 図書室 

 

活動日・時間 月、水、金 AM10:00～12:00  

PM2:00～5:00（水曜日は 4:00まで） 

対象者 就学前の親子、小学生、中学生、高校生 

 

新規メンバー 

受け入れの可否 

可（開館時間内に自由に来てください。） 

代表者名 西立川児童会館  守重 暎子 

 

連絡先 ＴＥＬ    ５２５－０５７１ 

ＦＡＸ    ５２５－０５７１ 
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名称 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ 
（幸児童館、高松児童館、若葉児童館・学童保育所、西砂児童館・松中学童保育所、羽衣児童館・学

童保育所・富士見児童館・南富士見学童保育所・子ども未来センター子育て支援事業指定管理者） 

活動開始年月 平成１３年９月１３日 

こんな活動を 

しています 

特定非営利活動法人ワーカーズコープは、働く人や市民が出資し、経営をし

て、地域の必要としている仕事をおこす協同組合です。子育て支援事業（児童

館・学童・保育園・ファミリーサポート・一時預かり・親子広場・障がい児の

放課後等デイサービス等）の運営を全国 220 ヶ所の運営をしています。他に清

掃、介護、食・農・環境・エネルギー、公共施設運営、生活保護・若者・ニー

ト・路上生活者の就労支援なども行っています。 

子育て支援事業を運営する中で「子育ての社会化・協同化」を大切にして、

貧困化・孤立化しがちな現代の子育て環境を、市民とともに「良い仕事」と「仕

事おこし」を通じて、解決をしていきます。児童館や子ども未来センターの子

育て支援事業の運営の中で、利用者や地域の課題を掴み、地域懇談会や子ども

会議などを通じて、立川市内の子育て拠点を市民と共に育みたいと考えており

ます。特にこれからは障がいがある子どもの居場所、働く場、不登校の子ども

たちの居場所等にも力を入れていきます。 

事業内容 

立川市幸児童館、立川市高松児童館、立川市若葉児童館・学童保育所、立川市

西砂児童館・松中学童保育所、立川市羽衣児童館、学童保育所、立川市富士見

児童館、南富士見学童保育所 

0 歳～18 歳未満の子どもたちの放課後の遊び場、居場所。 

学童保育所、親子ひろば、小・中・高校生事業。出張児童館、多世代交流事業 

他。 

立川市子ども未来センター子育て支援事業 

（子ども家庭支援センター、子育て推進課、保育課、合人社、スタジオＬ等と

協力し、子育て支援拠点を目指します。） 

・子育て啓発事業 

子育て情報の収集・発信、子育て支援関連イベントの実施及び、保護者同士

のサークル活動の支援。 

・子育てひろば事業 

 乳幼児とその保護者の方の居場所づくり、相談業務、子育て支援。 

・一時預かり事業 

 利用理由を問わず、一時的に乳幼児をお預かりします。 

活動場所 幸・高松・若葉・西砂・羽衣・富士見各児童館、若葉・松中・羽衣・南富士見

学童、立川市子ども未来センター1 階子育て支援事務室（お問い合わせくださ

い） 

活動日・時間 各施設に、一度電話で問い合わせをしていただければと思います。 

対象者 子育てを中心とした地域づくり、仕事おこしに興味がある市民の方々。 

新規メンバー 

受け入れの可否 

ボランティア等で多くの場面に関わっていただきたいと考えています。 

代表者名 藤田 徹 

連絡先 ＴＥＬ   ０４２-５２９-８６６４ 

ＦＡＸ   ０４２-５１２-８５５１ 

Ｅ-Ｍail  kiratto@roukyou.gr.jp 
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名称 ワッカチッタ 

活動開始年月 平成 26年 8月 

こんな活動を 

しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動場所 子ども未来センター、各学習館保育室 

活動日・時間 不定期 

対象者 立川市周辺に在住の育児中のママ・パパ 

新規メンバー 

受け入れの可否 

来年度より受け入れ予定 

詳細は WEBにアップします。 

連絡先 E-Mail waccacitta@gmail.com  WEBお問合せ  http://waccacitta.com 

mailto:wacacitta@gmail.com
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