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●誰でもカフェ『ＴＡＫＥさんち：歌声広場』
なつかしい唱歌や、想い出の歌謡曲など、声
を合わせて歌います。まだ出来た
ばかりグループです。ご一緒に歌
いましょう♪
日 時：月2回火曜日(第2・第4)
14時30分から概ね2時間
★今後の予定★
10月9日、10月23日、11月13日、
11月27日、12月11日、12月25日
※事前にお問い合わせください。
場 所：ＴＡＫＥさんち(幸町4-20-2）
参加費：500円(喫茶付き)
募集人数：約10名
問合せ：地域福祉コーディネーター(4面)

●支えあいサロン『メンズクック砂川』
主に男性のメンバーを募集中です。ヨーコ先
生の指導のもと、初心者の方でも安心して料理
を作ることができます。また、栄養のバランス
が良いメニューを心がけています。
日 時：11月30日(金)10時から12時30分まで
場 所：砂川学習館(砂川町1-52-7）
参加費：500円、入会後500円(運営費)
メニュー：「ワンプレート料理」
申込み：地域福祉コーディネーター(4面)
写真：
ワンプレート例
沖縄タコライス

●工作週間『ハロウィン工作』
ハロウィンタッチ祭の雰囲気をもりあげるア
イテムをつくります。また子どもたちのサポー
トをしていただける地域の方も募集します。
期 間：10月22日(月)～26日(金)
時 間：全日程とも15時～16時30分
場 所：幸児童館
参加費：なし
申込み：不要
★問合せ★
幸児童館 (運営：NPO法人ワーカーズコープ)
(幸町2-19-1)
担 当：川村・佐々木・城定
電 話：042-537-0358
F A X：042-535-0997
ホームページ
http://tachiji.net/

幸児童館からのお知らせ
児童館は、0歳から18歳のお子さんとその保
護者が利用できる施設です。地域に根ざした
「子どもも大人も、ふらっと気軽に立ち寄れる
場所」を目指し、毎月様々な行事を企画してい
ます。ぜひみなさんお越しください。
●『ハロウィンタッチ祭』
幸児童館最大のお祭りです。今年はハロウィ
ンと合体しました♪
とん汁やたこ焼きなどの模擬店や、ハロウィ
ンイベント～トリックオアトリート！～など盛
りだくさん！ぜひみなさん仮装して遊びにきて
ください！
日 時：10月27日(土)12時～16時30分
場 所：幸児童館
対 象：どなたでも参加できます
目次 Ｐ2 ●不登校・ひきこもり家族会発足イベント、
参加費：チケット1枚100円
定時制・通信制等合同学校相談会等
★前売りチケット販売10月1日(月)～20日(土)
Ｐ3 ●ご存知ですか？立川市営葬儀事業のご案内
Ｐ4 ●「ボランティア養成講座」参加者募集
までの前売りにはおまけがあります♪

※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。
砂川町・柏町・幸町・泉町に配置され「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。
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地域で引きこもり等の生きづらさについて考えて
市では、進路選択に困っている中学生や進路変更
いる人同士で、対話を通しつながる場です。何か始 を検討している高校生等のニーズに合った進路先が
見つかるよう、市内を中心とした多摩地区所在の私
めたいと思っている方、ぜひお越しください。
立通信制高校や都立高校など、特色ある学校十数校
社会福祉振興助成事業 ＷＡM助成
日 時：11月23日(金祝)10:00-12:30/13:20-17:00 が一堂に会した「合同学校相談会」を開催します。
入退場自由、予約不要。
場 所：女性総合センター･アイム5階 第3学習室
当日は各学校の個別相談ブースの他に、相談会参
(曙町2-36-2）
加校の卒業生、在校生による体験談や各専門の講師
定 員：50名
によるテーマ別のミニ講演会、引きこもり等に関す
内 容：午前:引きこもり家族会活動紹介、相談会
る相談窓口も同時に開催します。
午後:対話交流会
進路先に悩んでいるお子さん、保護者の方のみな
対 象：当事者、経験者、ご家族、支援者ほか
らず、不登校や引きこもり、課題を抱える子どもの
参加費：500円(資料代）※当事者、経験者無料
支援に関心のある方など、ぜひご来場ください。
事前申し込みは不要/直接会場にお越しください 日 時：12月1日(土)10:30-16:30(予定)
共 催：立川市社会福祉協議会
場 所：たましんＲＩＳＵＲＵホール地下展示室
問合せ：「たちかわ不登校・ひきこもり地域家族会」
及びサブホール(錦町3-3-20)
発足準備会事務局NPO法人
問合せ：立川市子ども家庭部子ども育成課青少年係
電 話：042-523-2111(内線1305)
楽の会リーラ 大橋史信
F A X :042-528-4356
電 話：080-6539-1304
E-ｍail：jambooohashi0507@yahoo.co.jp

発災時(主に震災)の備えはしていますか？今住ん
でいるマンションは何事もなく住みつづけられるの
でしょうか？熊本地震の被害を見ると、マンション
こそしっかり備えることの大切さがわかります。
あなた自身と家族を守るために、マンションなら
ではの防災を考えてみませんか…？
日 時：平成30年12月1日(土) 13:30-16:00
場 所：女性総合センターアイム5階(曙町2-36-2)
対 象：マンションにお住いの方
集合住宅の防災に関心のある方
定 員：40名（要申込み・先着順）
講 師：佐々木愛郎氏（元・立川市防災課主査）
加藤ひとみ氏（ライオンズスクエア立川
レジデンス防災委員会委員長）
内 容：「熊本地震におけるマンション被害」
「マンション防災委員会立ち上げまでの
奮闘記&マンション防災マニュアル」
参加費：無料
協 力：立川市 防災課
立川市災害ボランティアネット
問合せ：地域福祉コーディネーター(4面)
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東日本大震災における救護所の実
態からペットを抱えての復興につい
て学びます。いざという時に力を合
わせて災害に立ち向かえるペットの
飼い主同士で、ネットワークを考え
ています。
日 時：11月17日(土)14:00-16:00
場 所：立川市総合福祉センター
(富士見町２-36-47）
内 容：東日本大震災における動物救護所の実
態、ネットワーク作りについて
講 師：福島 正人氏
(ペット防災チーム）
定 員：35名
申込み：地域福祉コーディネーター(4面)

こんにちは「さいわい包括」です
立川市が市民向け福祉サービスのひとつとして、立川市斎場を拠点として行っている市営
葬儀事業についてのお話です。
立川市営葬儀事業は、「亡くなられた方」が立川市民または「介護保険証の交付」が立川
市の方、「東日本大震災等の避難者」であり、斎場もしくは自宅等で葬儀を営まれる場合に
利用できます。市営葬儀の特徴は、斎場の式場使用料や葬儀に係る費用が安価に抑えられて
おり、また、宗派を問わずさまざまな形式に対応できます。特に斎場を利用した場合には、
火葬場（立川聖苑）が隣接しており、移動の負担も軽減されています。
立川市斎場は、羽衣町3-20-23、西国立駅より徒歩10分程の距離に
あります。運営は、市営葬儀の執行と合わせて立川市シルバー人材セン
ターが指定管理者として担当しています。
立川市シルバー人材センターは、市内在住の原則60歳以上の方が、自身の生きがいや生活
の充実を図るとともに、社会貢献活動を通じて活力ある地域社会をつくりだすことを目的と
した公益社団法人です。
なお、立川市斎場においては、毎月説明会も行われているそうで、年間300件近くの葬儀
実績をもとに、スタッフの方々が実体験に基づいた内容で分かりやすく説明していただける
そうです。
お問い合わせ：立川市シルバー人材センター葬祭事業所（立川市斎場内）
電話番号：042-524-1998
受付時間：午前8:30から午後8:00まで
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◆新しいふれあいを発見！学びの場です
人の役に立ちながら、自身の新しいふれあいの場や、生き甲斐の場を
見つけてみませんか？
毎回、基本から丁寧に学べる講座だと好評をいただいております。ボ
ランティア活動にご興味のある方、ボランティア活動を始めてみようと
思われている方はご参加ください。また、現在ボランティア活動をなさ
っている方も参加いただける内容です。是非ご参加ください。
日 時：11月の毎週水曜日10時～12時
車椅子体験の様子
定 員：各回30名位
参加費：無料
◎至誠キートスホームでは、色々
内 容：第1回(11月7日)
なボランティア活動があります。
講義「ボランティアでみえた景色」
(ボランティア活動例)
講師：在宅ホスピスケア ボランティアさくら
・散歩クラブ(外)
代表 岡田 美佐子氏
・歌の会の送迎、見守り(車椅子
第2回(11月14日)
の施設内移動)
車椅子体験・食事介助・トロミについて
・縫い物クラブ
第3回(11月21日)
認知症サポーター養成講座(オレンジリング取得) ・書道
・園芸
講師：北部中さいわい地域包括支援センター
・居酒屋キートス
第4回(11月28日)
・傾聴
実際のボランティア活動の説明
・珈琲クラブ
申込み：事前の申込みが必要です。
・ユニットのお手伝い等
★問合せ・申込み★
ご自分に合う活動を、ゆっくり探
至誠キートスホーム(幸町4-14-1)
していきましょう。
担 当：ボランティアコーディネーター 川井
電 話：042-538-2323
発行・連絡先
◎立川市社会福祉協議会
地域福祉コーディネーター(安藤)
電話
042-534-9616
ＦＡＸ 042-534-9617
Ｅ-mail dai5chiku@sweet.ocn.ne.jp
※さいわい地域包括支援センター内に
席を置いて活動しています。
◎立川市北部中さいわい
地域包括支援センター
立川市幸町4-14-1
(至誠キートスホーム内)
電話
042-538-2339
ＦＡＸ 042-538-1302
Ｅ-mail s-houkatu@shisei.or.jp
※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機関で、市内には
6箇所あります。砂川町・柏町・幸町・泉町の担当が「立川市北部中さいわい地域包括支援センター」です。
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