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いつまでも

　住みつづけたいと思う

　　まちづくりをめざして

調布の福祉を支える

ちょビット協力金
（調布社協会費）にご協力ください

　誰もが「いつまでも住みつづけたい」と思うまちをつくるためには、

公的なサービスの充実だけでなく、地域での支え合いや見守り、つなが

りづくりなど、地域福祉活動の推進が不可欠です。

　調布社協はこれまでひだまりサロン事業（P20）や小地域交流事業

（P24）など、住民や関係機関のみなさんとともに地域福祉活動を推進し

てきましたが、その活動資金はちょビット協力金など、みなさんのご協

力により支えられています。

　地域福祉活動をより一層広げるために、ぜひご協力をお願いします。

☆ちょビット協力金

個人　　500円以上

団体　5,000円以上

※上記金額未満でも承ります。

☆ご協力方法

社協各拠点で受け付けているほか、右上の二次元コードからクレジッ

トカードでもお支払いいただけます。

★調布社協会費は、よりわかりやすく、親しみを持っていただけるよう、

　また「みんなが少しずつ協力し合って住みつづけたいまちをつくる」と

　の思いを込めて、令和３年度より「ちょビット協力金」という愛称にな

　りました。





※社会情勢により、利用時間など一部変更となる
　場合があります。詳しくはお問い合わせください。





・ プロジェクター ・ スクリーン ・ 拡声器 ・  DVDプレイヤー
・ CDラジカセ ・ ワイヤレスアンプセット
・ 延長コード ・ パネルセット ・ 譜面台
・ ボッチャボールー式 ・ 輪投げセット
・ 折りたたみ椅子 ・ 冷水用ジャー ・ ブルーシート
・ テント大 ・ テント小 ・ テントウェイト
・ ポップコーン機 ・ ビンゴ抽選機 ・ 書画カメラ
・ 移動式赤ちゃんの駅 （授乳用テント ・ おむつ交換台）



高齢者・障がい者・市内在住 ・ 在勤者などの活動の場を提供します。

など規則で定めた福祉団体で総合福
祉センターに登録した団体）

市内在住 ・ 在勤者

（館内点検日など、 閉館時間が早まることがありますのでご注意ください。）



週１回（月～金曜日、 １時間程度）ボランティアが訪問します。

　ボランティア （友愛訪問員） がひとり暮らしの高齢者宅を訪問し、話
すことで孤独感の緩和と事故の未然防止をはかります。







まずはお問い合わせください。

詳細についてはお問い合わせください。
（昼食は各自持参もしくは弁当注文可）

まずはお問い合わせください。









　点字や、封入・折り込みなどの事務作業、総合福祉センター１Fロビーにて
市内福祉作業所の工芸品やクッキー、パンなどの販売を行っています。





ー及び

調布市希望の家分場

調布市希望の家

希望の家深大寺



ー及び

調布市希望の家分場

調布市希望の家

希望の家深大寺



※第４月曜日は除く



アゼリアお茶の会 第2•第4木曜 仙川町2丁目 【仙川アゼリア集会室】

緑ヶ丘一丁目自治会
グリーンサロン１

サンルーム西華 第2月曜 上石原2丁目 【西部地域福祉センター】

緑ヶ丘おしゃべりサロン 第2火曜（奇数月） 緑ヶ丘2丁目 【緑ヶ丘地域福祉センター】

国領ひだまり 第2•第4金曜 国領町2丁目 【調布市市民プラザあくろす】

ゆたかサロン 第1•第3火曜 染地2丁目 【ライオンズマンション1階談話室】

多摩住口号棟ひだまり 第3金曜 染地3丁目 【多摩川住宅口7号棟第2集会室】

ひだまり入間 第3火曜 入間町1丁目 【入間地域福祉センター】

そよ風サロン 第1木曜・第4木曜 小島町2丁目 【個人宅】 【調布住宅集会室】
木曜クラブ 第3木曜 染地3丁目 【多摩川住宅ハ10号棟集会室】

トラジ会 第2木曜・第4土曜 上石原3丁目 
【西東京南部同胞生活相談綜合センター】

ひだまり菊野台 第4木曜 菊野台2丁目 【個人宅】

ふれあいランチ 第1•第4木曜 染地1丁目 【シルバーピア調布染地集会室】

若葉三丁目ひだまり 第1•第3火曜 若葉町3丁目 【個人宅】

きさらぎサロン 第2水曜 布田5丁目 【布田老人憩の家茶室】

サロンいこい 第2金曜 布田5丁目 【布田老人憩の家茶室】

からむしの里 第3水曜 布田5丁目 【布田老人憩の家茶室】

ひだまり ぷちぽあん 第2土曜 入間町3丁目 【ぷちぽあん】

なかよしサロン 第3月曜 小島町3丁目 【小島町ふれあいの家】

第2•第4木曜 緑ヶ丘2丁目 【緑ヶ丘小学校ふれあい給食室】



第1•４火曜 小島町3丁目 【美容室ラリス】

飛田給ひだまり

サロンあざみ

農園サロンぴーまん

調布ケアラーの会
クローバー

緑ヶ丘健康麻雀サロン

緑ヶ丘一丁目自治会
グリーンサロン２

お茶のみクラブ

野川芝桜の会
やよい会

緑ヶ丘２丁目あきらさん家

金曜サロン

アズランカ

つどい場カフェ

ひまわり

童謡を歌う会
シンガーズ・グリーン

花カフェ

多摩川太陽グループ

メイプルカフェ

くすのき絆サロン

テラコヤ3

金子ひだまり

なかま　町づくり

自主トレたんぽぽ

手話でひだまりin富士見

の～んびり茶の間

サロン木洩れ陽

染地ふれあいサロン

上布田大好きOG/OB会

毎週火曜（雨天中止）

第2木曜

第4月躍

毎週木曜

第3木曜

毎週木曜

第1•第3木曜

第1•第3月曜

農園サロンののはな

第2火曜•第4日曜
第2•第4木曜

第2•第4月曜

第2金曜

第2•第4水曜

第3月曜

第2土曜

第1～第3月曜

第3水曜

第2金曜•第4月曜

第１木曜・第4日曜

第4土曜

毎週木曜（祝日は休み）
毎週水曜・第3金曜

毎週水曜

第3金躍

第1•第3月曜

第2•第4水曜

第2木曜

西つつじヶ丘3丁目 【畑】

飛田給3丁目 【西部ふれあいの家】

染地1丁目 【シルバーピア調布染地集会室】

西つつじヶ丘2丁目 【畑】

国領町2丁目 【調布市市民プラザあくろす】

緑ヶ丘2丁目 【緑ヶ丘地域福祉センター】

緑ヶ丘2丁目 【緑ヶ丘小学校ふれあい給食室】

緑ヶ丘2丁目 【緑ヶ丘地域福祉センター】

佐須町4丁目 【野川河川敷】
下石原3丁目 【下石原地域福祉センター】

緑ヶ丘2丁目 【個人宅】

深大寺東町2丁目 【市営住宅集会室】

上石原3丁目 【マンション個人宅】

緑ヶ丘2丁目 【個人宅】

上石原3丁目 【ネオコーポ調布多摩川集会室】

緑ヶ丘2丁目 【緑ヶ丘地域福祉センター】

布田1丁目 【上布田自治会館】

染地3丁目 【染地ふれあいの家】

布田５丁目
【調布市こころの健康支援センター別館】

染地３丁目
【多摩川住宅口7号棟A ・ B ・ C集会室】

富士見町4丁目 【富士見地域福祉センター】

富士見町4丁目 【富士見地域福祉センター】
深大寺東町8丁目 【深大寺東第1自治会集会場】

国領町3丁目 【国領町3丁目第2アパート集会所】

西つつじヶ丘4丁目 【金子地域福祉センター】

国領町３丁目
【都営調布くすのきアパート1号棟集会室】

布田4丁目 【メドウィン調布1階】

下石原3丁目 【下石原地域福祉センター】

第2水曜・
毎月末土曜か日曜



みかん健康体操

ボーノ ・ボーノ

くすのき健康麻雀サロン

若葉カフェ

なごみ深大寺

なんてったってクラシック

わかくさサロン

ふじみ手芸と
おしゃべりサロン

うたごえ喫茶in富士見

オアシス深大寺

テラ多摩川サロン

サン歩会

西部輪なげサロン

おひさまカフェ

くすのきひだまり

早朝体操会

りはびり麻雀の会

AMKふれあいネットワーク
杜と光のサロン

エンジョイピンポン

山野園芸サロン

ほっとカフェ談 第3金曜•第5週目
のいずれか

月２回月曜

第3火曜
第3日曜

毎週木曜
第1・第3土曜

第3水曜

第4金曜

第3水曜

第3土曜

第2・第4水曜

第3土曜

第1月曜

第1・第3火曜

第1木曜

第4木曜

第3金曜

第２・第4月曜

（体操）土曜除き毎日
（その他活動）
第１火曜
毎週火曜

活動項目により様々
第3木曜

第2・第4土曜

第1・第3火曜
第2・第4土曜

国領町8丁目 【ライフタウン国領集会室】

染地2丁目 【個人宅】
小島町2丁目 【文化館たづくり】

国領町3丁目
【都営調布くすのきアパート1号棟集会室】

若葉町３丁目
【至誠ホーム調布若葉ケアセンター内
コミュティーホ－ル】

深大寺北町2丁目 【深大寺地域福祉センター】

染地3丁目 【染地地域福祉センター】

八雲台1丁目 【都営八雲自治会館】

富士見町4丁目 【富士見地域福祉センター】

富士見町4丁目 【富士見地域福祉センター】

深大寺元町3丁目 【個人宅】

多摩川５丁目
【フットネス＆カルチャースタジオTerra】

飛田給3丁目 【個人宅】

飛田給3丁目 【西部ふれあいの家】

深大寺元町1丁目 【個人宅】他

国領町3丁目
【都営調布くすのきアパート1号棟集会室】

小島町2丁目 【調布市役所前庭】他

染地3丁目 【染地地域福祉センター】

国領町7丁目 【朝日マンション国領内諸施設】
富士見町3丁目 【アトラス調布ガーデンカフェ】

富士見町4丁目 【富士見地域福祉センター】

深大寺北町3丁目 【神代の杜•その他農園など】

上石原2丁目 【西部地域福祉センター】



第4木曜

国領町３丁目
【国領町3丁目第2アパート集会所】

談楽バードカフェ

ひだまりテニス

寿会

友悠麻雀初心者クラブ

ズッキーニ

いきいき会

手話ダンスすずらんサロン

ひだまりあみもの

CoCoオアシス

みんなよってっ亭

ハッピーマニア

ひまわりテニス日曜日クラブ

サロンハイム

まちかどサロン

飛田給ひまわりの会

メリーゴーランド

もりもりサロン

三火会

みんなの体操サロン

子育てママランチうさくんち

うたごえサロン
金子の里

2·4火曜会

けやきぶんこ

上石原ひだまり

めだかの学校

サロン・ド・わきあいあい

サロンひかるげんじ

第4火曜

第2・第4火曜

第2金曜と他の金曜

第1・第3月曜
第２火曜・第4金曜

第1・第3月曜

第2・第4火曜

第1・第3木曜

第1・第3金曜

第1・第3土曜

第2・第4火曜

第3日曜

第1～第3日曜

第2日曜他

第3火曜

月2回（曜日不定期）

第1木曜・第3火曜

毎週金曜

第3木曜

第4木曜

第2火曜・第3水曜

第4木曜

第2·第4火曜

第2金曜

第1～3火曜

第1•第3火曜

第1火曜

富士見町4丁目 【富士見地域福祉センター】

染地２丁目
【市民多摩川テニスコートクラブハウス】

緑ヶ丘2丁目 【緑ヶ丘地域福祉センター】

緑ヶ丘2丁目 【緑ヶ丘地域福祉センター】

小島町3丁目 【小島町ふれあいの家】

緑ヶ丘2丁目 【緑ヶ丘地域福祉センター】

国領町8丁目 【ライフタウン国領集会場】

小島町3丁目 【小島町ふれあいの家】

布田５丁目
【調布市こころの健康支援センター別館】

国領町3丁目 【都営調布くすのきアパート４
号棟集会室及び前】
菊野台1丁目 【菊野台地域福祉センター】

佐須町5丁目 【神代中学校テニスコート】

柴崎2丁目 【つつじヶ丘ハイム集会室】他

緑ヶ丘1丁目 【個人宅】

上石原3丁目 【西部公民館】

小島町2丁目 【たづくり３階】他

富士見町1丁目 【覚證寺】

深大寺東町7丁目 【野ヶ谷ふれあいの家】

上石原2丁目 【西部地域福祉センター】

佐須町4丁目 【個人宅】

西つつじヶ丘2丁目 【光源寺香ホール】

国領町５丁目 【調布南キリスト教会】

八雲台1丁目 【八雲台ふれあいの家】

上石原2丁目 【上石原ふれあいの家】

上石原2丁目 【西部地域福祉センター】

深大寺東町1丁目 【深大寺こもれび】

※活動日 ・ 場所は変更の可能性があります。



　隔月（奇数月）発行の機関誌「ふくしの窓」、当社協ホームページやYouTube
チャンネルなどで事業の案内や地域の福祉情報などを発信しています。

　地域福祉の視点に立って、 これから活動をスタートする団体の基盤づ
くり、 またはすでに活動を行っている団体の新たなチャレンジを１助成
団体につき最大３年間、 助成金などで支援します。

　毎年12月の第 1 土・ 日曜日に、福祉団体・福祉施設・大学OB会や企業
などの奉仕団体・ボランティアグループ・事業所などの参加によって、手作
り品販売、バザー、模擬店、街頭募金、体験コーナー、ステージプログラム
やトレジャーツアーなどの内容で実施しています。







問合せ・・・・・・ちょうふ地域福祉権利擁護センター（☎042－481－７766）



見守りサービス （月１回の電話または訪問による安否確認、相談）

詳しくはお問い合わせください。

・保証機能

問合せ・・・・・・ちょうふ地域福祉権利擁護センター（☎042－481－７766）



問合せ・・・・・・ここあ（☎042－452－8816）



　失業などで日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の建て直しのため、
継続的な相談支援と生活費および一時的な資金を貸し付けます（要件あり）。

った低所得世帯に対して生活費を貸し付けます（要件あり）。





高校や大学などの受験費用を貸し付けます（要件あり）。





地域の社会福祉施設、団体への支援を目的に、毎
年10月１日から10月31日までを主たる運動期間
として「赤い羽根共同募金運動」を実施します。



利用日時

内　　容
＊施設内での活動 〔作業活動、日常生活支援など〕
＊健康の維持〔健康診断、ウォーキング、体操教室、水泳教室など〕
＊教養娯楽活動〔外出活動、音楽教室、クラブ活動、音楽鑑賞など〕
＊専門職の配置 〔嘱託医、看護師〕
＊工賃の支給 〔作業活動への参加状況に合わせて〕
＊送迎サービス  〔自力通所が困難な方〕

月～金曜日 9  ： 00 ～ 16 ： 00 〔土日祝・年末年始を除く〕









（調布市こころの健康支援センター内）

H     P
Eメール

福祉実践を通じ
て学びあうネットワーク形成に取り組みます。





徒歩3分

地域にあるコーナー



・ バス　京王線　調布駅北口バス停より

※運行本数が少ないためご注意下さい。

小田急バス　吉05「吉祥寺駅」行き
野ヶ谷バス停下車　徒歩5分

諏訪神社下車　徒歩8分
吉14「吉祥寺駅」行き

10　00　16　 00： ：～




