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〇夏！体験ボランティア2014開催報告  

〇第３５回おもしろボランティア大学 開催報告

〇奉仕体験活動報告 ～砂川高校定時制～ 

〇断酒会開催の学習会に参加してきました 

〇災害ボランティアセンター 

○市民活動助成事業レポート「Sawaka Lab」 

〇情報コーナー 

〇地域福祉コーディネーターだより 

 栄･若葉町地区/上砂･一番･西砂町地区 

〇立川市社会福祉協議会 相談日程 
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◆編集・発行◆ 

 社会福祉法人 立川市社会福祉協議会 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 ： 042-548-1724 

 E-mail ： aiaivc@whi.m-net.ne.jp ／ URL ： http://ｗｗｗ.tachikawa-shakyo.jp/skct/  

◆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。 

■ボランティア活動って楽しいね！！  

 今年も約100名の方が「夏！体験ボランティ

ア」に参加されました。ありがとうございます！  

 参加された方の中には社会人の方もいました。

研修の一環で参加された先生は、障害者施設の活

動に参加され「学校と違った雰囲気を体験でき、「学校と違った雰囲気を体験でき、「学校と違った雰囲気を体験でき、「学校と違った雰囲気を体験でき、    

子ども達に伝えたいことがいっぱいできた！」子ども達に伝えたいことがいっぱいできた！」子ども達に伝えたいことがいっぱいできた！」子ども達に伝えたいことがいっぱいできた！」と

笑顔で話されました。 

 昨年も参加していた学生の方が「「「「楽しかったか楽しかったか楽しかったか楽しかったか

ら！」ら！」ら！」ら！」と、今年も同じ活動に参加していたので聞

いてみると「一年前より緊張しないで、すごく楽「一年前より緊張しないで、すごく楽「一年前より緊張しないで、すごく楽「一年前より緊張しないで、すごく楽

しめた！」しめた！」しめた！」しめた！」と笑顔！笑顔！その気持ちは、一年間

の成長の証なのかもしれません。 

 その他にも大勢の学生の方に参加いただきまし

た。その中のお一人の学生の方は、児童館の活動

に参加した感想の中で「自分が楽しめそうな活動自分が楽しめそうな活動自分が楽しめそうな活動自分が楽しめそうな活動

を選びました！思っていた通り楽しめました！」を選びました！思っていた通り楽しめました！」を選びました！思っていた通り楽しめました！」を選びました！思っていた通り楽しめました！」

と、これまた笑顔！笑顔！周りにいる子どもたち

も、とっても嬉しそう！自分が楽しむことで、周

りに楽しい気持ちが伝わっていくことを体験され

たことは、これから何かの活動に参加する際に、

いろいろな場面で活きてくることでしょう！ 

■ボランティアの皆さんありがとう!! 

 受入施設や団体の皆様から、感謝の言葉を多く

いただきました。ボランティアの方が来ると、子

どもが喜ぶ！高齢者の方が喜ぶ！障害のある方が

喜ぶ！普段から活動に参加している方が喜ぶ！

と、いつもと違う雰囲気をつくりだしてくれるの

で嬉しいというお言葉でした！！ 

 『夏！体験ボランティア」が、活動を通して新

しい出会いや経験をし、地域とつながっていく

“きっかけ”づくりという目的であることをご理

解いただき、あたたかく受け止めてくださった施

設・団体の皆さまにも感謝致します！！ 

 市民活動センターたちかわでは、随時ボラン

ティアのご相談を受けています。夏に限らず「何

かしてみたい！」と思った方、お気軽にご相談く

ださい。新たな出会いを楽しみにしています！！ 

＜＜＜＜＜＜＜＜    今月号のもくじ今月号のもくじ今月号のもくじ今月号のもくじ    ＞＞＞＞＞＞＞＞    

みんなで競

争しながら 

フラフープ

回していま

す！ 
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 今年も市内の高校から奉仕体験活動のプログラム

作り、コーディネートの依頼を頂き、砂川高校でも

いくつかのプログラムの提案をしました。それらの

中から今回は「地域猫の取り組み」を選んだ生徒さ

んの様子をお伝えします。 

 奉仕体験の授業は、市民教育でもあるので、地域

猫の取り組みは「動物愛護」ではなく「公衆衛生」

の観点で行うことにしました。そうすることですべ

ての市民に身近な問題として取り組めて、高校生も

生活者として考えられる課題になるからです。 

 講師として依頼したのは、立川市環境対策課と、

地域猫活動のボランティアグループで、学習内容は

講義とフィールドワークの計2回でした。 

まず授業の１回目は「地域猫の課題と、その解決

にどういう活動がされているか」の講義を行い、皆

で地域猫活動について理解を深めました。 

 そして第2回目には、富士見町の2つの自治会の協

力も得て、実際に猫の捕獲器の設置と回収を行いま

した。当日は大変な暑さの中、生徒さんも8時半に西

立川駅に集合。猫が増えて住民から苦情が上がって

いる地域に向かいました。道

すがらボランティアさんが糞

尿被害対策として設置してい

る猫トイレの場所を見学。そ

の後、捕獲器の使い方を学

び、餌を仕掛け、複数のお宅

の敷地内に捕獲器を置いて回

りました。 

第３５回おもしろボランティア大学 総福（そうふく）探検報告 

奉仕体験活動報告奉仕体験活動報告奉仕体験活動報告奉仕体験活動報告    ～砂川高校定時制～～砂川高校定時制～～砂川高校定時制～～砂川高校定時制～    

 この日は生後3か月くら

いの仔猫が3頭とお母さん

猫も捕獲されました。猫た

ちは病院で不妊去勢手術

後、元の場所に戻されま

す。 

 この様な一連の流れを実

際に体験してもらい、環境

対策課とボランティアグ

ループから「だれか飼い主募集のブログの管理など 

お願いできませんか？」とか「猫を飼いたい人は

ペットショップへ行く前にご連絡を！」という呼び

かけがありました。 

 生徒さんの中には「飼いたい」と、早速帰りなが

ら保護されている猫とのお見合いに向かう人や、ま

た、ブログならできるという人も現れ、近々具体的

な打ち合わせをする運びとなりました。市民活動セ

ンターとしては、授業の組み立てに改善の余地があ

る も の の、ボ ラ ン

ティアさんも今後の

高校生の協力に期待

をして授業を終える

ことができたことと

思いますし、同時に

このプログラムは小

中学生にも提供でき

ると思いました。 猫の糞尿被害対策で設置したトイレ 

捕獲器にはチキン！手を挟むと痛いよ 

 「ここにも発見！」「へぇ～こんなボラン

ティアもあるんだ！？」今回の『ボランティ

ア大学』は総合福祉センターの中を巡る探検

ツアー。「ボランティア活動って、まだした

事がないんです」というビギナーから、「ボ

ランティア団体に属しているけれど、他の活動はよ

く知らない」といった方まで。富士見町にある『総

合福祉センター』を舞台に、スタッフがツアーガイ

ドを務めました。■当日は１０名ほどの集まりでゾ

ロゾロと館内を巡りました。ここは、様々なボラン

ティアさんの活躍している場、そして地域の様々な

ボランティア活動を紹介している場でもあり、情報

の宝庫なのです。■１階の生活介護支援事業所の前

では担当職員による解説。ここは障害のある方が日

中を過ごす場所。初めは接し方が分からないという

ボランティアさんもいます。言語に頼ら

ないコミュニケー

ションで交流する

方もいます。 

総合福祉センターの機能と説明もあり、最終地点では

ボランティアグループ「そば打ち友の会」に協力いた

だき、活動紹介と試食会で打ちたてのそばを堪能でき

ました。■思い立った時が、はじめ時。皆様も自分ら

しいボランティア活動を探しに、総合福祉センターに

ご来館ください。（総福＝総合福祉センターの略称） 
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●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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  楽しい！嬉しい！市民活動助成事業レポート 「非営利団体Sawaka Lab」 

災害ボランティアセンターをご存知ですか？ 

■■■■クラシック音楽と一人芝居！    

 市民の皆さんの様々な活動を応援するため、立

川市社会福祉協議会市民活動センターでは、市民

の方からお預かりした会費を元に、市民活動助成

事業を行っています！ 

 今回『非営利団体Sawaka Lab』がアイムホール

で行う「ママがプロデュースする！０歳からのク

ラシックコンサート」に助成いたしました。 

 耳の良い時期である赤ちゃんや小さいお子さん

に本物の音楽を。そして、たくさ

んの音域が使われているクラシッ

クにこだわり開催されているコン

サートは、今回で3回目を迎えま

した。今回はプロの演奏者だけで

なく、舞台や映画で活躍されてい

る前野恵さん（写真）もご出演さ

れました！ 

総合防災

訓 練 に

て、毎

年、災害

ボ ラ ン

ティアセ

ンターに

関するパ

ネル展示

を行って

います。 

■■■■災害ボランティアセンターって？    

 災害ボランティアセンターとは、災害時に全国か

ら駆け付けるボランティアを円滑に受入れ、効率的

なボランティア活動が展開されるよう、連絡・調整

を行う機関です。災害時のボランティア活動は地域

福祉の延長線上にあるため、社会福祉協議会が設

置・運営を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■周知活動に力を入れています！ 

災害ボランティアセンターは災害後の復興活動で必

要不可欠な存在です。ですが、なかなか市民の間で

その周知がなされていません。災害時にボランティ

アしたい方も、欲しい方も双方にとって必要なもの

です。立川市社会福祉協議会では、9月7日（日）の

総合防災訓練（場所：柏小）や災害ボランティア

リーダー養成講座等のイベントを通してその周知活

動を行って参ります！ 

■アルコール依存症の学習会に参加して 

 去る、8月10日（日）に市民活動センターたちかわ

の登録団体である、立川断酒新生会の勉強会に参加

してきました。当日は台風の影響から悪天候であっ

たにも関わらず、多くの参加者で会場は賑わってい

ました。今回で15回目の開催となり、例年、立川市

社会福祉協議会も後援という形で協力させていただ

いています。 

 勉強会は座学とグループワークに分かれており、

講師として、三船クリニックの柴田さんと武藤さん

が出向いておられました。お二人からはアルコール

依存症の基礎的理解と依存症患者の心理をお話しい

ただきました。実際に日頃、依存症の方の支援をさ

れているということで、とても分かりやすい解説で

した。中でも参加者の中から無作為に6名を選び、ひ

とつの家族と見立てて、アルコール依存症患者の家

族心理を解説され、非常に好評でした。 

 また、断酒生活を継続していく上で重要なのは、

こういった患者会に加入することだそうです。一人

ではなかなか難しい断酒も、仲間と定期的に合い、

苦しみを共有することで達成の力になるとのことで

した。今後、こ

ういったグルー

プと当事者の橋

渡しとしてお役

にたてたらと思

います。 

アルコール勉強会に参加しました！ 

 親子合わせて180名程（大人の膝上の赤ちゃん

も含め）の参加がありました。小さなお子さんが

多い中、ママたちの企画であることから、演奏時

間が７０分以上になったにも関わらず、嬉しいこ

とにみんな集中して聞いていました。 

 選曲や構成は、代表の村田さんとヴァイオリニ

ストの竹前景子さんで行っているそうです。村田

さんは「広報活動など準備が大変ですが、当日を

無事終えるとまた次回に向けて考えている」と優

しく微笑む姿がとても印象的でした。 



  

～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・講座イベント・講習・講座イベント・講習・講座イベント・講習・講座            ●●●●            ●●●●            ●●●●    
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■あなたはどこで死にたいですか？■あなたはどこで死にたいですか？■あなたはどこで死にたいですか？■あなたはどこで死にたいですか？    

    団塊世代をピークに今後40年間で6000万人が旅立ちます。あなたはその中の一人です。還暦を過ぎれば、

年々余命は短くなります。最期のことは、考えていますか？死因は癌、脳血管疾患、心疾患、肺炎などです

がみな高齢者です。がんの終末期、脳卒中などで寝たきりの終末期、認知症の終末期を知っていますか？ 
ぴんぴんころり、尊厳死など夢のまた夢ですよ！この国の死に場所は、病院、自宅、施設しかありません。 
 東京都の孤独死は4000人を超えたようです。今後、急増するのは介護難民、看取り難民、がん難民です。 

なんで死ぬか、いつ死ぬかは選べませんが、「どこで死にたいか」は選べます。 
 皆様の選択の一助のために日本の現状、東京の現状、多摩の現状をお伝えします。 

日 時：平成26年10月4日（土） 13:30～15:30 
場 所：立川商工会議所 12階 第3会議室（立川市曙町2-38-5） 
講 師：立川在宅ケアクリニック 院長 井尾 和雄氏 

 参加費：無料  先着100名（予約申込みが必要です。） 
 申込み・問合せ：在宅ホスピスボランティアさくら （岡田さん 平日10:00～16:00） 

☎080-1163-5281  Fax:042-534-6965 

■至誠キートスホーム■至誠キートスホーム■至誠キートスホーム■至誠キートスホーム    ボランティア講座ボランティア講座ボランティア講座ボランティア講座    

ボランティアを始めてみたいけど、どのように始めれば良いか分からない方、是非この講座に参加してみ

ませんか。ボランティア活動には、色々な活動があります。園芸・傾聴・歌の会・珈琲クラブ・縫い物・散

歩・居酒屋等々、きっとご自分にあった活動が見つかります。 

現在ボランティア活動をして下さっている方々も、キートス開設時の園長である大村副ホーム長からの楽

しい有意義なお話を聞いて頂けたらと思います。 

日 時：11月（右表）計4回(1回のみの参加可) 

時 間：各回10:00～12:00 

場 所：至誠キートスホーム(幸町4-14-1) 

受講料：無料(定員30名) 

問合せ：至誠キートスホーム 

    ☎042-538-2323 川井さん、澤田さん) 

    お気軽にお電話ください。 

■■■■映画「ペコロスの母に会いに行く」 

原作は、長崎在住の漫画家・岡野雄一のエッセイ漫画「ペコロスの母に会いに行く」。深刻な社会問題と

して語られがちな介護や認知症。でも、主人公のゆういちはこう言います。“ボケるとも、悪か事ばかり

じゃなかかもしれん”。そんな自身の体験をもとに描かれた認知症の母との何気ない日常が、多くの共感と

感動を呼び、現在16万部を超えるベストセラーに。そして、ここにまったく新しい介護喜劇映画が誕生しま

した！ 主演：岩松 了・赤木春恵 監督：森崎 東 ※日本語字幕付き 

 日 時：平成26年9月7日(日)  

 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)  

 時 間：①10:30～12:25 ②13:30～15:25 ③16:00～17:55 ④19:00～20:55 

 上映協力券：一般･シニア1,000円、小･中･高校生800円、障がい者･介助者800円    

 問合せ：岡野昌子さん042-535-2966 千田富子さん042-537-4016 
   荻沼宏美さん042-524-4573  

 チケット取扱：鈴木柳子さん042-535-1456 佐々木ひろさん042-536-4622 
      高木里美さん042-534-4917 平川典子さん042-527-2121 

 プレイガイド：オリオン書房ルミネ店(8階) 042-527-2311  
 主 催：映画「ペコロスの母に会いに行く」をみる会 

 後 援：立川市・立川市教育委員会・立川市社会福祉協議会 

5日(水) 至誠ホーム 副ホーム長 大村 洋永氏  

講義「ボランティアに期待すること」 

  ～施設に和やかな風を、地域にも温かな風を～ 

12日(水) 実技演習(車いす操作・食事介助) 

19日(水) 

  

(認知症サポーター養成講座) 
講義「認知症の理解とサポートについて」 

26日(水) ボランティア現場体験 
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●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● 

●●●●            ●●●●            ●●●●            イベント・講習・講座イベント・講習・講座イベント・講習・講座イベント・講習・講座        ●●●●            ●●●●            ●●●●    

■みんなの展示場■みんなの展示場■みんなの展示場■みんなの展示場    中村洋久絵画館からのお知らせ中村洋久絵画館からのお知らせ中村洋久絵画館からのお知らせ中村洋久絵画館からのお知らせ    

①第７回「スケッチ大賞展」 

一般応募を受けた（応募期間7月1日（火）～8月23日（土））水彩画、油絵、色鉛筆画、水墨画、パステル

画などの作品を審査し、大賞、準大賞、特別賞など各賞作品を含む全作品を展示。 

展示期間：9月5日（金）～28日（日）のうち金、土、日曜日、祝日開催 

展示時間：10:00～16:00 

②「絵・文字画教室」 生徒募集9月12日（金）スタート！    

絵は絵手紙、文字は面白味のある絵文字の2科目を丁寧にお教えします。初心者大歓迎！ 

開催日：月1回 第二金曜日（毎月継続）13:30～2時間程度  

講 師：土本 良彦氏（東京芸術大学卒）南極物語イラスト担当、絵本出版など多数 

絵手紙講師、スケッチ審査員など多数実績あり    

定 員：15名 

会 費：月1,500円（2科目で） 入会金無し ※申込者には、別途詳細文書通知 

③第3回「デジカメ大賞」作品募集！    締切11月22日（土）！（郵送も可） 

応募要件：大きさA4版又は四つ切版 ・応募点数制限無し 

     過去、現在の作品は問わない。各賞展に応募していない作品 

応募方法：作品裏面に作品、住所、氏名、電話番号を記載 

参加費：1点1,000円 （額マット貸与 1セット100円）  

発 表：12月5日（土）以降当展示場及び業界新聞掲載予定  

展示期間・時間：平成26年12月5日（金）～21日（日）金、土、日曜日開催 10:00～16:00 

上記①、②、③共通（問い合わせ、作品応募先、教室お申し込み先、展示会場 

 みんなの展示場 中村洋久絵画館(立川市柴崎町2-21-17 都保健所並び) 
       ☎＆Fax：042-524-4702 (中村さん) 
       E-mail：h-naka77@zat.att.ne.jp 

■第■第■第■第20202020回福生学園・福生あらたま寮開設記念学園祭回福生学園・福生あらたま寮開設記念学園祭回福生学園・福生あらたま寮開設記念学園祭回福生学園・福生あらたま寮開設記念学園祭    

普段私たちが行っている活動や音楽を沢山盛り込んだ様々な催し物を企画しています。地域の皆様、ぜひ

遊びにおいでください。当日は、ボランティアさんも募集しております。お問合せをお待ちしております。 

日 時：平成26年10月18日(土) 10:00～14:30 雨天決行 

場 所：社会福祉法人あすはの会  

        障害者支援施設福生学園・知的障害者ケアホーム福生あらたま寮 

       (福生市熊川1600-2) 

内 容：舞台発表、作品展示、喫茶コーナー、模擬店、地域出演団体ほか 

問合せ：開設記念学園祭実行委員  ☎042-530-6936/FAX042-530-6962 

       (学園祭担当/鈴木さん・伊藤さん・太田さん・鷲尾さん・及川さん、ボランティア担当/末廣さん)    

■特定秘密保護法を勉強しましょう！特定秘密保護法を勉強しましょう！特定秘密保護法を勉強しましょう！特定秘密保護法を勉強しましょう！    

秘密をつくる法律がなぜ必要なのか勉強します。この法律が国会成立後、武器輸出3原則、集団的自衛権

の憲法解釈、教育基本法の見直しなど矢継ぎ早に政府の政策がすすめられます。なぜこんなに急ぐのか疑問

が湧くと思います。この法律を解り易く憲法に照らして解説します。市民の皆さん！是非ご参加ください。

ご連絡をお待ちします。 

 私達の会は法律を正しく理解し、正しい判断をするために会を立ち上げました。 

ご支援ください。 

日 時：平成26年9月17日(水) 10:00～12:00  

場 所：高松学習館 第2教室（立川市高松町3-22-5） 

参加費：300円（資料代） 

定 員：20名（申込み順） 

問合せ：錦法律を知る会 ☎080-5474-0459(馬場さん) 

    Email：ryuu_baba@yahoo.co.jp 



■車いす体験講習会車いす体験講習会車いす体験講習会車いす体験講習会    

車いすを使っている人の介助をしたことがありますか？  

講習会では、車いすを利用している方と一緒に過ごし、交流を通して車いす操作や介助方法を学びます。 

日 時：平成26年9月21日（日）14：00～16：00 
場 所：日本聖公会東京教区 立川聖パトリック教会 (立川市羽衣町3-15-24)     

講 師：NPO法人「自立生活センター・立川」 大石 幸治氏 
参加費：無料 
申込み：障がい者関連活動連絡会 ☎＆Fax：03-6205-5531（鵜飼さん） 

                         Email：by-ukai@jka.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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■憲法から見た集団的自衛権を学ぼう■憲法から見た集団的自衛権を学ぼう■憲法から見た集団的自衛権を学ぼう■憲法から見た集団的自衛権を学ぼう    

日本国の自衛権は、憲法の前文及び第９条により規定されている通り「戦争の放棄」が前提となり、この

67年間憲法のもとで国の形を維持してきました。閣議決定により、「集団的自衛権」ができる国に変えよう

とすることはどういうことか。改めて憲法に照らして学んでみようではありませんか。市民のみなさん！ 

是非この機会に勉強しましょう。 

私達の会は、正しい法律の知識は正しい判断を生むことを願って設立しました。ぜひ、ご支援ください。 

日 時：平成26年10月17日(金) 10:00～12:00  

場 所：錦学習館 第2実習室（立川市錦町3-12-25） 

参加費：500円（教材費他） 

定 員：20名（申込み順） 

問合せ：錦法律を知る会 ☎080-5474-0459(馬場さん) Email：ryuu_baba@yahoo.co.jp 

■老後の備え！「任意後見制度と委任契約について」■老後の備え！「任意後見制度と委任契約について」■老後の備え！「任意後見制度と委任契約について」■老後の備え！「任意後見制度と委任契約について」    

～これで安心！マイライフ～～これで安心！マイライフ～～これで安心！マイライフ～～これで安心！マイライフ～    最後まで自分らしく生きるため最後まで自分らしく生きるため最後まで自分らしく生きるため最後まで自分らしく生きるため    

もし認知症になったら、財産管理は？入院や施設などに入所するときは？一人暮らしになったら…？老後

の不安はいっぱいです。 

自分を見つめ直し、自分らしく生きるためにはどうすればよいのか、ご一緒に考えてみませんか？ 

日 時：平成26年11月1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：社会保険労務士 伊藤 修治氏 
定 員：40名（申込み順） 
参加費：無料 
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    
                    ホームページからもお申込みが可能です。    

                    http://santamakouken.jp/hp/    

■第１０回■第１０回■第１０回■第１０回    地域福祉市民フォーラム地域福祉市民フォーラム地域福祉市民フォーラム地域福祉市民フォーラム    ２０１４２０１４２０１４２０１４ 

  ～地域における支えあい・つながりづくり～～地域における支えあい・つながりづくり～～地域における支えあい・つながりづくり～～地域における支えあい・つながりづくり～    

立川市において、市民や関係する団体による支え合い活動、互助活動の取り組みを紹介し、地域を支えて

いるそれぞれの活動実践や取り組みの普及を図り、地域のつながり、支え合いの増進に寄与するため、本

フォーラムを開催します。  

日 時：平成26年11月15日（土）13：30～16：30 

 場 所：立川市女性総合センター・アイム  1階ホール(立川市曙町2-36-2)     

○基調講演：「市民活動でひろげる地域の可能性」(仮)  

講 師：東洋大学 ライフデザイン学部 生活支援学科 准教授 山本 美香氏 

○シンポジウム：「地域での住民福祉活動実践報告」 

 市内で、支え合い・つながりづくりの活動を実践されている方々にご登壇いただきます。 

■ドキュメンタリー映画上映 「傍 ３月１１日からの旅」 伊勢真一監督作品 

 同日午前中にホールにてドキュメンタリー映画の上映会を行います。 

参加費：無料 ※事前申し込みはありません。直接、会場におこしください。    
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地域福祉コーディネーターだより 

栄町・若葉町 

ますます盛んです「男性の料理教室」ますます盛んです「男性の料理教室」ますます盛んです「男性の料理教室」ますます盛んです「男性の料理教室」    

 若葉町在住の方を講師として、現在若葉会館にて

毎月、キッチン寿限無（男性の料理教室）を開催し

ています。 

 男性の参加者層のほとんどが、50～70代の方々。

「料理は苦手」「料理をしてみたいけど、妻には今

更聞けない」など、参加の理由はさまざまです。い

ざ料理教室が始まると、みな

さん真剣そのもの。フライパ

ンをふる姿も頼もしく映りま

す。「次はこれを切りましょ

う」「季節の食材は身体にい

いのよ」･･･講師のテンポのい

い合いの手に導かれ、料理も順調に出来上がってい

きます。 

 恒例である、初参加の方の「いただきます」のあ

いさつとともに、おいしい料理をいただきました。

みなさんの笑顔を見るにつれ、料理をつくること

よりも、地域の知り合いをつくることが重要なの

だと感じることができるひとときでした。みなさ

んも参加してみませんか？ 

 

★★9月の料理教室（予定）★★         

  日時:日時:日時:日時:9999月月月月14141414日(日)日(日)日(日)日(日)10:0010:0010:0010:00----13:0013:0013:0013:00    

        会場:若葉会館会場:若葉会館会場:若葉会館会場:若葉会館    2222階階階階    学習室学習室学習室学習室    

  参加費:￥  参加費:￥  参加費:￥  参加費:￥500(500(500(500(食材費)食材費)食材費)食材費)    

    申込み:地域福祉コーディネーター申込み:地域福祉コーディネーター申込み:地域福祉コーディネーター申込み:地域福祉コーディネーター    柳澤柳澤柳澤柳澤    

        TEL 042TEL 042TEL 042TEL 042----537537537537----7147714771477147    FAXFAXFAXFAX    042042042042----537537537537----7157715771577157        

栄町・若葉町  

地域福祉コーディネーター連絡先 担当:柳澤 

�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 

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。現在、錦・羽衣町地区、栄・若葉町地区、上砂・一番・西砂町地区に専任職員を置いています。

今回は栄・若葉町地区と上砂・一番・西砂町地区の地域活動の様子をお届けします。 

●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● 

●錦町・羽衣町 地域福祉コーディネーター 担当:早川の連絡先はこちらです 

 �042-519-3001  Fax:042-519-3003 �dainichiku@soleil.ocn.ne.jp 

 立川市羽衣町1-12-18 南部東はごろも地域包括支援センター内 

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5-76-4  

北部西かみすな地域包括支援センター内 

ようになってくれたら」という願いを持っていま

す。手を出し過ぎず、ちょっとしたコツをさりげな

く伝授です。 

 小学生以上の参加者とサポー

トボランティアを募集中です。

まずはお試し参加でも。 

 

★★9月のフリースペース★★         

  日時:日時:日時:日時:9999月月月月6666日･日･日･日･20202020日(土)日(土)日(土)日(土)10:0010:0010:0010:00----13:0013:0013:0013:00    

        会場:西砂児童館会場:西砂児童館会場:西砂児童館会場:西砂児童館2222階(松中小学校北)階(松中小学校北)階(松中小学校北)階(松中小学校北)    

  参加費:￥  参加費:￥  参加費:￥  参加費:￥100(100(100(100(軽食食材費)軽食食材費)軽食食材費)軽食食材費)    

    申込み:西砂児童館 申込み:西砂児童館 申込み:西砂児童館 申込み:西砂児童館 TEL 042TEL 042TEL 042TEL 042----531531531531----0433043304330433    

西砂児童館でフリースペースがスタートしました 

 平成22年から今年の3月まで西砂学習館内で「中

高校生のためのフリースペース」が毎週土曜日に開

催されていました。スタート当初、この地域では不

登校の子ども達が多かったため「学校や家庭以外に

自分のペースで過ごせる場所が必要なのではない

か」と学習館運営協議会が中心となり続けてきまし

た。参加してくる子ども達が小学生中心になってき

たこともあり、7月から運営主体も会場も西砂児童

館にお引越しをしての再スタートとなりました。 

 「親御さんが忙しかったりしてご飯をしっかり食

べていない子どももいる」ということから、新フ

リースペースでは毎回『簡単なお昼ご飯を一緒に

作って食べる』ことになりまし

た。第1回目はホットプレートを

使ってのやきそばづくり。子ど

も達をサポートするボランティ

アや児童館スタッフは「子ども

達が家でも簡単な料理ができる 

上砂町・一番町･西砂町 
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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。 

■『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）■ 

相談の種類 実施日 時間 相談員 場所 

法

律

相

談

 

法律全般 

第1･3･4･5(日) 

13:00 
～16:00  

司法書士 

第2(日) 弁護士 

税金 偶数月 第3(土) 税理士 

年金・労働相談 奇数月 第3(土) 社会保険労務士 

相続 第2･4(火) 相続アドバイザー 

行政手続 第3(火) 行政書士 

高齢者福祉 偶数月 第1(水) 
社会福祉士 介護支援

専門員 

生活設計相談 第3(金) 
ファイナンシャルプラ

ンナー 

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）  

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。☎042-529-8319 

相談の種類 実施日 時間 相談員 場所 

アルコール 第2・4(水) 13:00 ～ 16:00 立川断酒新生会 立川市総合福祉センター 

ふれあい(心配事など) 毎週(木) 13:00 ～ 16:00 民生委員 立川市総合福祉センター 

※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 

●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@sirius.ocn.ne.jp 
 開所日・時間：伊勢丹立川店営業日 10:00～18:00 

＊お詫びと訂正＊ 前号【2014・08 Vol.91】記事中に誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。 

3ページ『コミュニティ備品貸し出し』記事 （誤）営業時間9:00～19:00 → （正）貸出し取扱時間9:00～17:00 


