
もうすぐ夏休み。みなさんはどのように過ごしますか？宿題や遊びももちろん大事だけれど、

ボランティアに挑戦してみませんか？「夏ボラ」には毎年たくさんの小中学生がボランティアに

参加しています。 

障害のある方や保育園の子どもたちなど、普段関わることのない人々と交流

したり、立川のまちをもっと住みやすく好きになるために活動をしている団体

の取り組みに触れることのできるプログラムをご用意いたしました。保護者の

方やお友達と一緒に参加も大歓迎！みなさんのご応募をお待ちしています☆                                       

 

 

初めての参加だったので緊張したけれど、受け入れ先が親切にしてくれてすぐに馴染むことが

できた。楽しくできたので、またボランティアしたいと思う。（保育園で活動） 

自分の住んでいるまちに、こんな活動があることを今まで知らなかった。今回の経験を家族や

他の人にも伝えたいと思った。（市民活動団体で活動） 

て と て 
ボランティア・市民活動センターたちかわ 

～市内小中学校、児童・生徒と保護者の皆さまへ～ 

2022年7月号 

「夏ボラ」今年もやります！ 

参加者の声 

＜受付期間＞  202２年7月1日(金)～8月31日(水) 

 「うちのペット可愛くてたまらない・・・！」そんな気持ち、心の中で留めておくのはもった

いない！動画にして皆にシェアしちゃおう！！10月ごろに立川社協のYouTubeチャンネルにて

公開予定★★ 

内容：大切なペットの動画を撮影（20秒以内）し、下の二次元コードからアップロードするだ

け！ペットだけでなく、ご家族で映ってもＯＫ！ナレーションは無くてもＯＫ！※スマホで撮影

の場合は横画面でお願いします。 

動画の編集ボランティアも同時募集中！！ヨロシクね！！ 

募集期間：7月1日（金）～8月31日（水） 

＜申込み先＞  立川市社会福祉協議会 ボランティア・市民活動セン

ターたちかわ 

TEL:042-529-8323/FAX:042-529-8714 

E-mail:shimin@tachikawa-shakyo.jp 

「あなたの家のペット自慢」動画大募集！ 



クイズの答え Ｑ１．① Ｑ２．② 

 

 去年の冬と今年の春に、みなさんのご協力で集まった衣類や靴は、合計で537kgに
なりました！！今は、ウガンダに送るための準備中です。途中経過が動画で届きましたの

で、みなさんぜひ見てみてください！ 

 小学生の３人がボランティアでYouTuberになり、総合福祉センターの探検と紹介をし

てくれました。おかげさまでとてもわかりやすい動画ができました。皆さんもぜひチェッ

クしてみて下さい。動画は右下の二次元コードから見てね。 

小学生YouTuber、爆誕！！ 

 

◆編集・発行◆ 

 社会福祉法人 立川市社会福祉協議会 ボランティア・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 ： shimin@tachikawa-shakyo.jp 

 ボランティア・市民活動センターたちかわでは、ＳＮＳやメルマガなどで楽しい情報を発

信しています。ぜひ、登録お待ちしています！ 

Ｊａｍｂｏ！ウガンダ～靴と服でつながろう～経過報告 

さて、突然ですがウガンダクイズです！（答えは一番下にあるよ） 

Ｑ１．ウガンダで主食として食べられている「マトケ」とは、何のことでしょうか？ 

①バナナ ②ジャガイモ ③お米                                     

Ｑ２．ウガンダの夏と日本の夏、最高気温が高いのはどちらでしょうか？ 

①ウガンダ ②日本 

しまちゃん、ことことちゃん、 

ひなひなちゃん、どうもありがとう！

メルマガ『たちかわ・まちメール』 立川社協YouTubeチャンネル Ｔｗｉｔｔｅｒ 



 

イベントの詳細は 

Instagramにて！ 

 

ふるさとづくり 羽衣まつり 

 

 

 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によ
り、延期や中止の可能性もあります。     
お出かけ前に、必ずお問い合わせください。 

    夏休みを楽しもう！ 
     ～地域のイベント情報～ 

第２地区(錦町・羽衣町） 

日 時：7月31日(日) 12時～13時 

場 所：羽衣中央会館(羽衣町2-26-7) 

参加費：３00円※先着50食 こども・学生無料  

問合せ：☎090-5426-5402 小林 

 こどものたまり場すこやかひろば 

 食料品と手作りのお弁当配布です♪ 

日 時：8月13日(土) 10時～11時 

場 所：錦児童館(錦町3-12-1) 

定 員：20名(先着順) 

申込み：☎525-6684※7月30(土)～ 錦児童館  

持ち物：タオル、着替え、飲み物、帽子 

    サンダル、水鉄砲(持っている人) 

 ウォーターバトル 

日 時：8月２０日(土) 1５時～ 

場 所：立川第六小学校校庭(羽衣町2-29-22） 

問合せ：☎525-7983 西手 

  夏休みシアター 

日 時：8月15日(月)～21日(日) 13時～15時 

場 所：羽衣児童館(羽衣町2-44-16) 

    ※申し込み不要、直接会場へ 

問合せ：☎526-2336 羽衣児童館 

第3地区(曙町・高松町・緑町) 

日 時：7月31日(日) 13時～17時 

    (時間内は出入り自由) 

    ※工作は材料がなくなり次第終了 

場 所：高松学習館(高松町3-22-5) 

対   象：小学生(3年生以下は保護者同伴) 

問合せ：☎527-0014 高松学習館 

         夏の思い出たかまつり 

高松学習館の駐車場と教室に来て親子でゆるっ
としませんか？市民リーダーと東京学芸大学の
学生によるワークショップ「きりえ」「オリジ
ナルうちわ」「ペーパークラフト」「草花あそ
び」「ボッチャ」体験で大人も子どもも一緒に
楽しめます。高松図書館の端紙の再利用のコー
ナーもあります。 

 国語の勉強をしよう 

夏休みの宿題や、日頃の勉強でわからないと
ころを先生と一緒に勉強しませんか？地域の
方が作るお昼ご飯も用意して待っています。 

日 時：8月1日(月)、22日(月)、23日(火) 

        いずれも 午前の部 10時～12時   

         午後の部 13時～15時 

定 員：午前・午後 いずれも各3名(先着順)     

場 所：社会福祉法人にんじんの会 

    地域交流スペース(高松町2-27-27) 

対 象：小学生、中学生、高校生 

参加費：昼食代 300円 

持ち物：教えてほしいテキスト、筆記用具 

申込・問合せ：☎540-0210 

       第3地区地域福祉コーディネーター 

日 時：7月30日(土)、8月27日(土) 

    9時～13時 

場 所：柴崎学習館(柴崎町2-15-8） 

参加費：中学生以下無料、大人300円 

申込・問合せ：☎535-5184 土屋 

こぶし誰でも食堂～料理教室開催～ 

子どもから大人まで誰でも参加できる料理教室
を開催いたします♪お家でも作れる簡単料理を
学びませんか？食事だけの参加も可能です！ 

  ふじみ町みんなのおうち 

大人も子どもも楽しめ寛げる居場所です。    
第１地区(富士見町・柴崎町） 

【通常開催】  

 日 時：7月10日、24日、8月14日、28日 

     いずれも日曜日 13時～16時30分 

【宿題やっちゃおうDay→みんなのおうちde夏祭り】 

 日 時：8月5日(金) 11時～19時(夏祭り15時～) 

【みんなde陶芸教室】 

 日 時：８月7日(日)※事前申込制 

 参加費：陶芸のみ2500円 その他は子ども無料 

 場 所：滝ノ上会館(富士見町４-16-10) 

 申込・問合せ：tachifujimi.kidsnet@gmail.com 

                      立川ふじみ子育て支援ネットワーク 



 

 

日 時：7月30日(土) 10時～13時 

場 所：若葉会館(若葉町3-34-1) 

定 員：10名(申込み順) 

参加費：子ども200円 

申込み・問合せ： 

 ☎537-7147 

 sakaewakaba@room.ocn.ne.jp 

 第4地区地域福祉コーディネーター 

キッチン寿限無★こども食堂 

男性料理教室のメンバーと一緒に粉からうどん
を作るよ！7月25日(月)までに申し込んでね。  まぁ～ずスペース～みんなの居場所～ 

息抜きしながら、みんなで宿題を終わらせよ
う！298は10時から開いているので、お弁 
当を食べてから参加もできるよ。 

参加費無料、申込みなしで直接会場へどうぞ。 

日 時：8月4日、18日、25日いずれも(木) 

    13時～17時(出入自由) 

場 所：BASE☆298 

    (若葉町団地バスロータリー前) 

 第４地区(栄町・若葉町） 

 
第５地区(幸町・柏町・砂川町・泉町） 

      プレーパークで遊ぼう！ 

 「プレーパーク」は自分の責任で自由に遊
ぶ場所、子どもが主役のみんなで作る遊び場
です。たき火、泥んこ遊び、工作などなど。
大人も子どももドキドキ！ワクワク！    
好きな時に来て、好きなことをして楽しく過
ごします。遊びを作るのはみなさんです。 

日 時：開催情報はブログをチェックしてね。 

対 象：赤ちゃんから大人までどなたでも 

参加費：無料(申込不要) 

持ち物：特にありません 

問合せ：tachikawabouken@gmail.com 

    冒険遊び場の会たちかわ 

 

 ひろば食堂ふらっと 夏まつり 

 輪投げや射的など楽しいゲームがいっぱい。
お祭り屋台もあるよ！みんなで一緒に美味しく
食べて楽しもう！              
(食品やゲームの景品が無くなりしだい終了) 

日 時：8月7日(日)12時～13時30分 

場 所：砂川平和ひろば 

     (砂川町1-38-1) 

参加費：子ども無料 

申込・問合せ：LINE公式アカウントまたは 

    第5地区地域福祉コーディネーターまで 

    ☎534-9616 

       

←LINE公式 

アカウント 

 
第６地区(上砂町・一番町・西砂町）  きょうのおひるはおべんとう♪  

＆フードパントリー 

 給食がない夏休みの一日だけ、お昼ごはんを
お配りするイベントを開催します！おとなも、
子どもも、みんなでどうぞ。待ってるよ♪ 

※同時開催でフードパントリー(食材配布)も行いま
す。詳細は連絡先へお問い合わせください。 

日 時：8月27日(土)11時～12時 

場 所：西砂学習館(西砂町6-12-10) 

定 員：100名(申込順、完全予約制) 

対 象：3歳以上、どなたでも♪ 

申込み：7月25日(月)～8月18日(木)の間に、 

    下記連絡先へお申込みください 

    ※アレルギー等は必ずお知らせください    

企 画：いちばん子ども食堂実行委員会 

連絡先：☎531-0433 

    NPO法人ワーカーズコープ(西砂児童館)   

夏休み☆子どものための料理教室 

 国際食＆伝統食をテーマに①ギョウザを皮から
作ってみよう！②手打ちうどんに挑戦してみよ
う！地域の先生に教わって、自分ひとりでも料理
ができるようになっちゃおう☆ 

日 時：①8月4日(木)10時30分～13時 

    ②8月10日(水)10時30分～13時 

場 所：西砂学習館(西砂町6-12-10) 

対 象：小学生、中学生 

定 員：各回10名(先着順、応募多数の場は抽選) 

参加費：50円(行事保険料、当日お持ちください) 

持ち物：エプロン、三角巾(バンダナ等)、飲み物 

企 画：WestWave立川 

連絡先：☎090-2243-4307 

    WestWave立川 宮﨑     


