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第25号 

富士見町 

 柴崎町 

2021．12月 

地域福祉コーディネーターと住民と南部西ふじみ地域包括支援センターの情報紙 

 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。 

富士見町・柴崎町に配置され「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。 

 

 

※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。 

 

 
 

「子どもの貧困」～地域の子どもに私たちができること～ 
  
  

子ども地域懇談会を開催します！ 

日 時：12月15日(水) 18:30～20:00 

講 師：ＮＰＯ法人山科醍醐子どものひろば 

    理事長 村井琢哉氏 

対象者：〇子ども・若者の支援や活動をしている方 

    〇子ども・若者支援に関心のある方 

定 員：100名(先着順) 

開催方法：ZOOMでのオンライン講座 

申 込：Googleフォーム受付 

    (QRコードからアクセスしてください) 

問合せ：地域福祉コーディネーター(4面) 

 立川市社会福祉協議会では子どもに関する活動を

行っている地域の方や団体、子ども・若者の支援を

しているそれぞれの分野の方々と一緒に、年に一度

｢子ども地域懇談会｣を開催しています。 

 今年度のテーマは｢子どもの貧困｣です。｢子ども

を真ん中に｣をキーワードに地域と子どもの結びつ

きを通して地域社会の活性化に取組む京都市での実

践をお聞きし、地域の子どもに私たちができること

について考えます。 

●介護予防教室 『大切な方への絆ノート』書き

方セミナー～私だけのエンディングノート作成～ 
 

 エンディングノートを書いたことはあります

か。どんな項目があるの？やっぱり用意しておい

た方が安心かな？などなど、素朴な疑問もこの機

会に聞いてみませんか。是非ご参加下さい！ 
 

日 時：12月22日(水) 14:00～15:00 

場 所：柴崎学習館 ホール (柴崎町2-15-8) 

講 師：相続コンサルタント 

対 象：65歳以上の立川市民 

定 員：20名(先着順) 

参加費：無料 

申込み：ふじみ地域包括支援センター(4面) 

  
～情報提供～ 

ふじみ地域包括支援センターより 

こぶし誰でも食堂 

 こぶし誰でも食堂では、子ども･子育て中の親･

高齢者等様々な方が一緒に食事をする地域食堂を

開催しております。コロナ禍での開催な為、活動

内容・活動場所が変更する場合があります。ご興

味のある方はぜひお問い合わせください。 
 

日 時：12月11日(土) 9:00～12:00 

      1月29日(土) 9:00～12:00 

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 

       こぶし誰でも食堂  土屋 

※ご予約は開催3日前までにご連絡ください！ 

留守番電話の時は、お名前と連絡先をお願いいた

します。 

    

食品のお渡し(パントリー)も行っています！ 
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参加者・メンバー募集中 

 

  
西立川児童会館 

真冬のミステリーツアー 

 今年もミステリーツアーの季節がやってきまし

た！！身の毛もよだつ、こわ～いおばけ屋敷を

用意しています。勇気のある挑戦者をお待ちし

ています。。。 

日 時：12月18日(土) 13:00～16:30(予定) 

場 所：西立川児童会館 2階ホール 

    (富士見町1-23-6) 

問合せ：☎525-0571 

    社会福祉法人 西立川児童会館 
 

※詳しくは、ホームページの「ふじづか12号」を

ご覧ください。   

■ https://nt-fujiduka.jimdo.com  

 

 呼吸法を用いて音楽に合わせてゆっくり動く運

動です。自己養生の為に自分の体力、年齢に合わ

せて出来る健康気功を行います。みんなで楽しく

身体を動かしましょう！ 

柴崎気功サークル 

日 時：毎月第2・第4(金) 10:00～12:00 

    ※日程変更の可能性あり 

場 所：柴崎学習館 健康サロン 

    (柴崎町2-15-8) 

参加費：入会金1,000円、月1,500円 

問合せ：☎522-1226 鈴木 

 

～様々な事情で「学校に行くことができない」 

お子様がいる保護者向けコミュニティー～ 

 小・中・高校生の保護者を対象におしゃべり会

を開催しています。子どもが学校に行くことをし

ぶったり、行くことができなくなった時、初めて

の事態にどうしたらよいのか不安になります。そ

んな時にはひとりで抱えずにみんなで話したり、

先輩ママからの体験談を聞いたりしてほっと一息

つきませんか？保護者の負担をみんなで支えあい

情報交換しながら乗り越えていきましょう。 
 

日   時：毎月第3(木)    

    10:00～11:30(途中参加・退席自由) 

場 所：こぶし会館 

    (立川市幸町5-83-1）  

問合せ：地域福祉コーディネーター(4面) 

※開催予定・中止などのお知らせは、ブログに掲

載しております。ご確認下さい。  

 

みんなで作るサードプレイス 

「ゆるりら」 

 たちかわ社協では、身近な地域での仲間づくりを

応援しています！活動は月1回から、３人以上の

グループで「支えあいサロン」に登録できます。 

(内容：活動中の保険、会場費等の補助、など) 

詳しくは、地域福祉コーディネーター(４面)へ♪ 

「ゆるりら」 

 ブログはこちら→ 

 
 ｢パパに知ってほしい出産とママのカラダ｣のお話

や｢お互いの距離がギュッと近くなるワークショッ

プ｣を通して夫婦の想いや考え、気持ちを確認・共

有し、｢子育て｣についてワクワクしながら考えま

しょう！ 

日 時：①1月9日(日) 10:00～11:30 

    ②3月6日(日) 10:00～11:30 

※連続講座ではありません。いずれの回も内容は

同じです。都合の良い回にご参加ください。 

会 場：①②ともに女性総合センター・アイム  

    (曙町2-36-2) 

内 容：｢パパだからこそ妊娠・出産に向けて     

     できることを一緒に考える｣ 

参加費：無料 

定 員：30名(申込順) 

主 催：立川市男女平等参画課 

企画・運営：パパ・ママ子育て応援Hiタッチ！！ 

申 込：☎528-6801 立川市男女平等参画課 

※またはQRコードからアクセスしてください♪ 

妊娠・出産前のパパ教室 
～産前からできることを知ろう・学ぼう～ 

中国発祥の健康法 
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 シリーズ発達障がい  

 ワークを取り入れ、実践しながら①子どものこ

とを知ろう②子どもとの関わり方を知ろう③親が

楽になるコツを知ろう等話合いを行います。ぜひ

ご参加ください！ 

「でこぼこっ子育て 

～“見方”を変えれば“味方”になれる」  

日 時：1月25日(火)、2月1日(火)、2月8日(火)  

    いずれも10:00～12:00 

場 所：柴崎学習館 (柴崎町2-15-8) 

参加費：無料 

講 師：早期発達支援士 中村ひとみ氏 

定 員：20名(申込順) 

保 育：1歳～就学前 

    (若干名・申込順・保育は電話申込のみ) 

申込・問合せ：☎524-2773(柴崎学習館)    

shibasakigakusyukan@city.tachikawa.lg.jpへ  

※12月10日(金)より申込受付開始 

日 時：12月27日(月)、1月24日(月)、2月28日(月) 

    いずれも13:30～14:30 

場 所：立川市総合福祉センター 2階視聴覚室 

    (富士見町2-36-47) 

参加費：200円 

問合せ：☎080-1163-5281  岡田 

    (電話受付時間：平日10:00～16:00) 

メール：地域福祉コーディネーター(4面) 

 

～共有の思いを語らう場～  

虹の会 

 大切な方を亡くされたご家族が共有の思いを語

らう集いの場です。予約なしでご自由に参加でき

る場となっております。当日はマスクの着用、事

前の検温をよろしくお願い致します。 

※見学は行っておりません。何かご不明な点等ご

ざいましたらご連絡ください。 

 あなたの力を 
地域で活かしませんか？ 

 ｢資格は取得しているけど、ブランクが長く心配｣

｢自分が役に立てることがあれば挑戦したい｣など、

働き方の希望等を聞きながら丁寧にサポートしてい

きますので、ご興味のある方・見学希望の方はぜひ

ご連絡をお願いします。 
 

業 務：①ホームヘルプ業務(生活援助・身体介護) 

    ②高齢者デイサービスセンター看護業務 

    ③身体障害者等機械入浴サービス業務 

資 格：①介護職員初任者研修修了者(旧ヘルパー2  

     級)または介護福祉士をお持ちの方 

    ①-2 立川市生活支援サポーター養成研修  

      修了者 

    ②看護師 ③資格は問わない 

。 

時給：①1,260円～1,680円(別途資格加算あり) 

   ①-2 1,050円 ②1,600円 ③1,050円 

雇用契約期間：採用日～2022年3月31日 

                 (契約更新の可能性有) 

※勤務地、勤務日時、福利厚生等は下記を検索す 

るか直接お問い合わせください。 

問合せ：立川市社会福祉協議会 在宅サービス係 

    ☎540-0821 FAX：548-1724 

メール：homehelp@tachikawa-shakyo.jp 

採用情報：社会福祉法人 立川市社会福祉協議会 HP 

■https://www.tachikawa-shakyo.or.jp 

      

 

 

明るく楽しい 

職場です♪ 

富士見町住宅フードドライブ 

 立川富士見六郵便局隣の空きスペースを活用し、

フードドライブを開催致します。フードドライブと

は、家庭や職場等で「まだ食べられるのに余ってい

る食品」など、食べられるのに破棄されてしまう食

品を、様々な理由で食事に不自由されている方への

支援に活用する社会福祉活動です。お時間のある方

はぜひご協力ください！ 

日 時：12月15(水)、2月15日(火) 9:30～11:30 

会 場：立川富士見六郵便局隣の空きスペース 

    (富士見町6-15-2) 

対象食品：賞味期限が1ヶ月以上で未開封、 

     お米の場合は生産1年以内。 

※生鮮食品やアルコール類はお受け取りができません 

問合せ：地域福祉コーディネーター(4面) 
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           イラスト(4面)/あさみゆきの 

 

Twitter Facebook 
  (社協) 

YouTube Facebook 
(第1地区) 
 

 

 

立川市南部西ふじみ地域包括支援センター 

住所：立川市富士見町2-36-47 

     立川市総合福祉センター1階 

電話：042-540-0311  

Fax：042-548-1747 

開所時間：平日9：00～17：00 

        土曜9：00～17：00 

地域福祉コーディネーター (池谷) 

電話：042-540-0205  

Fax：042-529-8714 

メール：dai1chiku@tachikawa‐shakyo.jp 

ほーかつってこんなところです！ 

正式名称は『地域包括支援センター』といい、高齢者やそのご家族が住みなれた地域でその人らしい生活を継続できる

ように支援することを目的に、全国の市区町村に設置された“高齢者等のよろず相談所”です。富士見町・柴崎町は立川

市南部西ふじみ地域包括支援センター（通称：ふじみほーかつ）の担当圏域となっています。窓口だけでなく、電話や訪

問も可能ですので、お気軽にご相談ください！ 

 ｢地域ケア会議｣は、支援が必要な高齢者等
が、地域において自立した日常生活を営むため
に必要な支援体制について検討すること等を目
的に開催しています。 

立川市では、毎月「地域ケア会議」
を開催しています 

参加者 

・行政職員 

・医療機関の相談員 

・地域福祉を推進する関係者等 

・住まい 

・ウィルス対策 

主なテーマ 

今後も市民の皆さまが住み慣れた地域で最期まで 
暮らし続けられるために、地域包括支援センター 
はお手伝いいたます。 

メール相談はじまります！ 

令和3年12月1日から、地域包括支
援センター・福祉相談センターの開
所時間が変更になり、メール相談が
はじまります。 
センターの開所時間は、今までの９
時～19時から、9時～17時に短縮さ
れるため、センターにお越しの際は
ご注意ください。 
開所時間内の来所が難しい方は、ぜ
ひメール相談をご利用ください。 
 

h-fujimi@tachikawa-shakyo.jp 

※メールの返信はセンター開所時間内 

 となります。 


