
東京都内 ひきこもり地域家族会 開催情報 （３月号）  

活動上の都合により、急遽変更する場合もありますので参加希望の場合は、事前問合せをお願いします。 

家族会名称 対象地域 活動内容 

としま不登校・ひきこもり・ 

発達障害 地域家族会「灯台」3月 / 詳細要問合せ 

豊島区 問合せ先 共同世話人 大橋: ☎080-6539-1304    jambooohashi0507@yahoo.co.jp 

不登校・ひきこもりの自主家族懇談会「赤羽会」 北区 原則偶数月（第１土曜日午後 13:30～16:30）家族懇談会実施 （主に北区障害者福祉センターにて） 

毎月第 2月曜日午後に、田端の谷田橋サロンにて居場所も実施。 

問合せ先 市川: ☎090-5449-4133    otochika@wf6.so-net.ne.jp 

3 月 17 日（日）13 時 30 分～（北とぴ 805 会議室）    発達障

害（ひきこもりを含む）の心理相談 

荒川たびだちの会 荒川区 家族懇談会: 原則毎月第 4 土曜日、午後 13 時 30 分～午後 16 時 30 分、荒川区社会福協議会 3 階会議室にて実施。運営会議:原則

毎月第２木曜夜１９時～アクロス荒川２階 にて実施。 

共に事前申込不要・直接会場へ。家族懇談会参加費 ５００円（当事者・経験者無料）問合せ先: NPO 法人楽の会リーラ 

(03-5944-5730：水、金、日の 13時～17時) ブログ https://arakatabid.exblog.jp/ 

3/30（土）午後 13時 30分～午後 16時 30分、 

発足１周年記念行事 

荒川区 ムーブ町屋 会議室 A 

足立ひきこもり家族会 足立区 家族懇談会: 原則月 1回 第 2土曜日、午後 13時 30分～16時 30 足立くらしとしごとの相談室センター会議室 参加費 500円/人

（当事者・経験者無料）問合せ先 NPO法人楽の会リーラ（03-5944-5730 水、金、日、13時～17時） 3/9（土）午後 13時 30分～16時 30 

「フリーランス杉並」3月 24日（日）13時 30分～ 

阿佐ヶ谷地域区民センター 

杉並区 家族懇談会：原則奇数月第 4日曜日午後、杉並区公共施設会議室で実施。 

事前申込制・定員 20名、参加費 ５００円 問合せ先：NPO法人楽の会リーラ（水、金、日、13時～17時） 

地域家族会「灯火」 

3/3日（日）17時 10分～21時 10分  

ココネリ多目的室 1・2（対話交流会等） 

練馬区 家族懇談会: 原則毎月第 2日曜日、午後 17時から午後 21時ココネリ多目的室 1・2 

（参加費：500円/人 当事者・経験者無料、事前申込不要）個別相談もお受けします。（要予約） 

問合せ先 共同世話人 大橋: ☎080-6539-1304   ✉jambooohashi0507@yahoo.co.jp 

くにたち不登校・ひきこもり家族会 

3/2日（土）13時 30分～17時 

（カウンセラーとの相談会） 

くにたち福祉会館 2階在宅サービス室 

国立市 

 

 

 

家族懇談会: 原則毎月 1回、第 1か第 2土曜日、13時 30分～17時 くにたち福祉会 2階在宅サービス室、（参加費：500円/人 当

事者・経験者、初回参加のみ無料、事前申込不要）親の居場所: 原則毎月第 2木曜日、14時～16時、「ひらやてらす」実施、無料、

事前申込不要。 本人の居場所 11 月から、家族懇談会と同日/同会場別室にて開催、無料、事前申込不要。個別相談もお受けしま

す。（要予約）  問合せ先: ☎ 080-6539-1304   ✉ info.kunitachikazoku@gmail.com（大橋） 

日野市ひきこもり家族会 

3/3（日）午後 14時～17時 

多摩平の森ふれあい館 

日野市 家族懇談会: 原則月 1回、土日（祝）、午後 14時～17時 多摩平の森ふれあい館等で開催、（参加費：500円/人 当事者・経験者無

料 、 事 前 申 込 不 要 ） 個 別 相 談 も お 受 け し ま す 。（ 要 予 約 ） 問 合 せ 先  共 同 世 話 人  大 橋 : ☎ 080-6539-1304              

 ✉jambooohashi0507@yahoo.co.jp 

八王子ぶなの会 

3/24（日） 13:30～16:30 学園都市センター 

八王子 家族懇談会: 原則月 1回  第 3日曜日、午後、八王子市民活動センター会議室等 

問合せ先: 桜井 ☎090-8014-7426 後藤 ☎090-6140-1936 

mailto:info.kunitachikazoku@gmail.com


中野わの会 

３月 5日（火曜）13時 30分～（中野社協予定） 

中野区 開催日時 ：原則毎月第２土曜日 １３：３０～１６：００開催場所 ：＋Ｌｉｆｅ鷺宮地域センタ 

活動内容：家族懇談会を主に行っています。問合せ先: ０９０－２３１８－０６７５（中川）E-mail:kuromama.2010@gmail.com 

不登校・ひきこもり 文京サポート家族会 

3/2日（土）13:30～16:30 文京区民ｾﾝﾀｰ 

文京区 活動内容:  家族懇談会を主に行っています。 開催日時等詳細はお問合せ下さい。 

問い合わせ先  古関 080-5498-4150  長崎 090-9966-5630 

世田谷はなみずきの会 

3/9（土）13時 30分～ 宮坂区民センター小会議室 

世田谷区 活動内容:  家族懇談会を主に行っています。 開催日時等詳細はお問合せ下さい。参加費 ５００円 

問合せ先 NPO法人楽の会リーラ（03-5944-5730 水、金、日、13時～17時） 

たちかわ 不登校・ひきこもり地域家族会 

3/30（土）13:30～17:00立川福祉作業所食堂 

立川市 活動内容:  家族懇談会を主に行っています。 参加費 ５００円 

問合せ先 大橋: ☎080-6539-1304   ✉jambooohashi0507@yahoo.co.jp 

ちよだ不登校・ひきこもり地域家族会 

3/16（土）13:30～17:00 ちよだ社協 

千代田区 活動内容:  家族懇談会を主に行っています。 参加費 ５００円 

問合せ先 大橋: ☎080-6539-1304   ✉jambooohashi0507@yahoo.co.jp 

しながわ不登校・ひきこもり地域家族会 

3/17（日）13:30～16:30 中小企業センター 

品川区 活動内容:  家族懇談会を主に行っています。 参加費 ５００円 

問合せ先 大橋: ☎080-6539-1304   ✉jambooohashi0507@yahoo.co.jp 

みたか不登校・ひきこもり地域家族会 

3/24（日）10:00～12:00 みたかﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀ― 

三鷹市 活動内容:  家族懇談会を主に行っています。 参加費 ５００円 

問合せ先 大橋: ☎080-6539-1304   ✉jambooohashi0507@yahoo.co.jp 

たま不登校・ひきこもり地域家族会 

3/30（土）10:00～12:30  多摩社協 

多摩市 活動内容:  家族懇談会を主に行っています。 参加費 ５００円 

問合せ先 大橋: ☎080-6539-1304   ✉jambooohashi0507@yahoo.co.jp 

独立行政法人 福祉医療機構  平成 30年度 社会福祉振興助成事業  家族丸ごと支援事業  成果報告会 開催決定! 今年度 WAM助成を活用して立ち上がった都内 15地域の家族会の紹介等を広く社会に発信する事業成

果報告会を開催します。参加者の皆様と共に、地域家族会活動を通じて、ひきこもり等の生きづらさからの快復方法を考えたいと思います。奮ってご参加ください。 

 日時: 2019 年３月 19 日（火） 13:00～17:00 （13:00～開場・受付開始、13:30～開会）開催会場 : 日本労働者協同組合（ﾜｰｶｰｽﾞｺｰﾌﾟ）連合会 ８階 会議室 A・B(東京都豊島区東池袋 1 丁目 44－3 池袋 ISP タマ

ビル 8階) プログラム : ひきこもり等の生きづらさ支援には、何が大切なのかを考えていきます。第 1部  基調報告  第 2部  シンポジウム  各地区家族会からの報告  「課題と今後の活動」 第 3部  対話交

流会 小グループに分かれて、対話を通じて、学び・気づきを深めます。問合せ先  : NPO法人楽の会リーラ    

★狛江市も 3/27（水）18時～ 家族会開催に向けて調整中です。詳細は、事務局までお問い合わせ下さい。 

★家族会立上げ等活動  ２日（土）調布市:午後、９日（土）稲城市:午後、10日（日）小平市:午後、31日（日）大田区:午後 立上げ予定  詳細は、事務局までお問い合わせ下さい。 

★地域家族会立上げ支援活動の詳細は、NPO 法人楽の会リーラ☎ 03-5944-5730 （受付時間: 水、金、日 13 時～17 時） ✉ info@rakukai.com までお問合せいただくか、ひきこもりの地域家族会連絡協議会ホーム

ページ（http://kazokukai.tokyo）をご覧下さい。地域家族会立上げ支援相談も行っています。事務局までお問い合わせください 

                                                   

   


