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※地域福祉コーディネーター／みなさんと一緒に地域福祉活動をすすめる社会福祉協議会の職員です。 

高松・曙・緑町に配置され「誰もがふつうにくらせるしあわせなまち立川」を目指して活動しています。 

 

高松町 

曙町 

緑町 

                                 

ま ち ね っ と 

第10号  地域福祉コーディネーター と 住民 と 中部たかまつ地域包括支援センターの情報紙 

 ～ 災害時に自分の身を守るためには？ ～ 

   「家庭でできる減災講座」 

 あなたも応援者に！ 

「おしゃれなレストランで学ぶ  

        認知症サポーター養成講座」 

新聞紙で作るスリッパや三角巾、防寒のた

めの毛布の使い方など、実習中心に行いま

す。 

日 時：平成30年2月21日(水) 

    10:00～12:00 

場 所：高松会館(高松町2-25-26) 

講 師：立川市赤十字奉仕団 

参加費：無料 

主 催：立川市障がいのある人もない人も暮 

    らしやすい立川を考える会  

    第3地区地域懇談会 

問合せ：地域福祉コーディネーター(4面) 

「認知症にならないようにするには？」

「身近な方が認知症になったら？」接し方

に戸惑うという方におすすめです。 

 ゆったりとした雰囲気の中で、お話を聞

いてみませんか。 

 シネマ通りにある“レスト

ランいなつき”(おしゃれな洋

食屋さん)にご協力をいただい

ての開催です。     

 ２０１7．12月 

日 時：平成30年1月13日(土) 

    15:00～16:30 

場 所：レストランいなつき(曙町2-30-9)  

    ※駐車場はありません 

定 員：12名(要申込み、先着順) 

その他：飲み物注文の場合は実費負担 

申込み：地域包括支援センター(4面) 

あなた自身と家族を守るためには、日頃

から、防災・減災に必要なことを学んだ

り、体験しておくことが大切です。 

日頃から準備しておくことは何か？この

機会に学んでみませんか。 
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～あけぼの町たかまつ町みどり町  

を楽しくする あたみ が行う～ 

「あたみ プラバン工作」 

9月21日、22日、27日に、地域包括支援セ

ンター職員・地域福祉コーディネーターが第五

小学校の４年生の総合的な学習の授業を担当さ

せていただきました。 

 テーマは「やさしさを届けよう」。やさしさ

を届けるためには、まずは相手を知ることが大

切です。お年寄りの世界を知るために、認知症

や高齢者をテーマとした授業を行いました。 

 前半はテキストやDVD、紙芝居を通して認

知症について学び、後半は高齢者疑似体験を行

いました。児童のみなさんは真剣に取り組み、

「体験をして、ひいおばあちゃんの苦労や痛み

がすごくわかりました」「認知症の人に会った

らやさしくしようと思いました」「自分が認知

症のある人にたくさんのことをすることができ

 あたみのキャラクター

「みあたん」の キ ー ホ ル

ダーをプラバンで作りませ

んか。 

 「みあたん」のキーホル

ダーを2つ作って、1つは地

域の方にプレゼントしてく

ださい。どなたでもどうぞ。親子で参加できます。

おやつも用意しています。 

日 時：平成29年12月23日(土) 

    13:00～15:00 

場 所：にんじん立川地域交流スペース 

    (高松町2-27-27 TBK高松第1ビル 

    101号室) 

参加費：無料 

主 催：あたみ(「あたみ」は曙･高松･緑町のお 

    役に立ちたいと考える有志による地域 

    活動です)  

協 力：高松児童館・社会福祉法人にんじんの会 

問合せ：地域福祉コーディネーター(4面) 

みあたん 

るという自信がわいてきました」など、た

くさんの感想をいただきました。家庭や地

域での活躍に期待しています。 

地域包括支援センターでは、様々なとこ

ろで認知症サポーター養成講座を行ってい

ます。ぜひお問い合わせください。 

  

   

にんじんサロンは、地域の

方々、ちょこっとボランティ

アのみなさま、一人でお過ご

しの高齢者の方々の交流の場

として開催しています。 

たこ焼きパーティーは昨年も開催し好評

でした。たこ焼きや明石焼き(変わり種も

あるかも？)をみんなで作りながら楽しく

おしゃべりしませんか。 

日 時：平成30年3月9日(金) 

    13:30～15:30 

場 所：にんじん立川地域交流スペース 

    (高松町2-27-27 TBK高松第1 

    ビル101号室) 

対 象：一人暮らしをしているご高齢の方 

    や日頃一人でお食事をしている方 

定 員：20名(要申込み、先着順) 

参加費：300円 

申込み：地域包括支援センター(4面) 

～にんじんサロン～ 

「春を呼ぶたこ焼き 

     パーティー」 

～お年寄りの世界を知る～ 

「第五小学校での『認知症サポーター養成講座』と 

                 『高齢者の疑似体験』」 
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◆パソコン・スマートフォン相談会 
 パソコン・スマート

フォン・タブレットで

困っていませんか？ 

 「使い方がわからな

い」「撮った写真のア

ル バ ム を 作 り た い」

「操作で困っているこ

とがある」など、ご相談ください。お困りご

との解決に向けてお手伝いをします。 

日 時：毎月第2土曜日 10:00～11:00 

    ※12月は16日(土)になります 
    (都合により第3土曜日になることがあ 

    ります) 

場 所：生活館ビル1階(高松町2-9-22) 

定 員：4名 

参加費：30分 500円 

持ち物：使い方に困っているパソコン、 

    スマートフォン、タブレット 

その他：相談修理などお応えできないものも 

    ございます。また、ご相談の対応に 

    よって不測の事態や不具合が発生し 

    た場合、責任を負いかねます。加え 

    て活動中の怪我や事故において責任 

    は負いかねますのでご了承願います 

申込み：認定特定非営利活動法人  

    育て上げネット 平松さん、横田さん  

    電話 042-527-6051 

 

◆楽々会(らくらくかい) 
 月に1回、高松町の東友会

自治会館に集まって、お茶を

飲みながらおしゃべりを楽し

んでいます。近所に知り合い

を増やしましょう！ 

 ぜひご参加ください。 

日 時：毎月第2木曜日 13:30～15:30      

場 所：高松町東友会自治会館 

    (高松町2-20-21) 

参加費：100円 

問合せ：地域福祉コーディネーター(4面) 

◆人生を語りあう会～みんなの多摩り場～  

 当サークルは、「聴

くこと」「話すこと」

といった、人との円滑

なコミュニケーション

を学ぶことを通し、心

の健康と生き甲斐を見

出 す 活 動 を し て い ま

す。 

日 時：毎月第３金曜日 14:00～16:00 

場 所：高松学習館(高松町3-22-5) 
    ※都合により変更する場合もありま 

     す。お問い合わせください。 

会 費：年)500円 
    (有料会場使用の場合は別途) 

問合せ：田中  政邦さん 

    電話  042-560-9348 

 

◆高松児童館「クリスマスパーティー」 

 子どもたちによるたかまつ子ども劇場や地

域の方によるマジックショー、参加型コン

サート、抽選

会など楽しい

プログラムが

いっぱいのク

リスマス会で

す。ケーキも

用意していま

すので、ぜひ

ご参加ください。 

日 時：平成29年12月25日(月)  

    14:00～16:30 

場 所：高松児童館(高松町2-25-26) 

    ※高松会館2階 

対 象：乳幼児親子～高校生、その保護者 

定 員：100人(要申込み、先着順) 

参加費：100円 

申込み期間：平成29年12月2日(土)～12月  

      12日(火) 

問合せ：高松児童館 

    (運営 NPO法人ワーカーズコープ) 

    電話 042-528-2925 

    http://www.tachiji.net/ 

まちの情報 

～お気軽に 

ご参加ください～ 

◆地域デビュー、応援します！！  

 地域活動や、ボランティア活動に

ご興味のある方は、ぜひお声かけくだ

さい。  

問合せ：地域福祉コーディネーター(４面) 
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「そうだ！商店街 行こう」 
 中部たかまつ地域包括支援セン

ターの近くには、「高松町商店街」

「高松大通り商店街」「シネマ通り

商店会」の3つの商店街がありま

す。「いつもお世話になっている商店街をもっ

と知りたい」という声を受け、3つの商店街に

ご協力いただき、アンケートやインタビュー形

式で、個々のお店の売りや高齢者に配慮してい

る事などを伺いました。『入院の際に必要な商

品が、全て揃うお店』『立川の昔の資料が豊富

にある本屋さん』など、地域の方の声に応えて

品揃えをされていました。 

 ただ今、商店街マップ作成中です。 

   こんにちは「ほーかつ」（立川市中部たかまつ地域包括支援センター) です！ 

発行・連絡先 
<立川市中部たかまつ地域包括支援センター> 
 電 話 ０４２－５４０－２０３１ 
      ※お間違いないようお願いします。 
 Ｆ Ａ Ｘ ０４２－５２２－１６３６ 
 Ｅﾒｰﾙ  tachi-houkatsu@ninjin.or.jp 
 住 所 〒190-00１１ 立川市高松町2-27-27 

      ＴＢＫ高松第1ビル101号室 

 

<立川市社会福祉協議会> 

 地域福祉コーディネーター（岡部） 
 電 話  ０４２－５４０－０２１０ 
 Ｆ Ａ Ｘ  ０４２－５２９－８７１４ 
 Ｅﾒｰﾙ  dai3chiku@tachikawa-shakyo.jp 
 ※地域包括支援センター内に席を置いて活動しています。 

枠文字／(表紙)大石恵子 イラスト(1,4面)紺屋幸子 (2面)榎本未来 

※地域包括支援センター／地域の高齢者の総合相談窓口。高齢者福祉の拠点として設置されたt機関で、市内に 

は6箇所あります。高松・曙・緑町の担当が「立川市中部たかまつ地域包括支援センター」です。 

「そうだ！アール・ブリュット立川2017  

行こう～にんじんサロン 秋のお出かけ～」 
 台風一過で青空が広がった10月30日(月)、

にんじんサロン「秋のお出かけ」として、地域

の方やボランティアの方々総勢13名で、伊勢

丹立川店で開催されていた『アール・ブリュッ

ト立川2017』に行ってきました。 

 1時間という短い

時間でしたが、案内

の方に説明を受けな

がら、みなさん楽し

そうに鑑賞されてい

ました。 

  

 鑑賞後は階上のレストランで、お食事をしな

がら、参加者同士でお話が弾みました。 

 芸術の秋、食欲の秋

を、堪能できたひと時

でした。 

 みなさんも、にんじ

んサロンにぜひご参加

ください。 

 ちょこボラのつぶやき（H.Hさん） 
  平成２４年２月から活動を開始し、早５年

が経過しました。私は、サラリーマンをする傍

ら、週１回だけですが出勤前のゴミ出しボラン

ティアを担当しています。東日本大震災後、地

元との関わりを何か持てないかと接点を探して

いたところ、この活動に繋がりました。わずか

なボランティアを調整する包括職員

さんに感謝すると同時に、活動を通

じ顔見知りになった方もおられ、出

会いにも感謝です。今後も、細く長

く関わりを継続します。 

にんじんの会


