
事業名 実施曜日 実施の有無 再開予定日 問合せ先 備考

1 ふれあい福祉相談 月・水曜日 実施 菊野台・西部の2カ所のみ再開

2 電話相談 月～金曜日 実施

3 ひだまりサロン 各サロンによる 実施

4 電話訪問 月～金曜日 実施

5 高齢者会食 火～金曜日 休止

6 高齢者会食ミニデイ 火～金曜日（月１～３回） 休止 未定

7 友愛訪問 曜日指定なし 実施

8 見守りあんしん訪問 月・木曜日 実施

9 ふれあい給食 火～金曜日 実施 R4年度は月2回の実施（給食提供は2学期以降）

10 調布市老人クラブ連合会関連事業（行事等） 随時 実施／中止 行事による

11 調布ライフサポート 月～金曜日 実施

12 障害者地域活動支援センター「ドルチェ」（相談支援事業） 月～金曜日 実施

13 ドルチェサロン 水曜日 実施

14 土曜ドルチェサロン 第３土曜日 実施

15 ドルチェ　クローバー 火・木曜日 実施

16 障害年金個別相談会 第3金曜日AM 実施

17 放課後等デイサービス　ぴっころ 月～金曜日 実施

18 ドルチェ　わかくさショップ 月・水・金曜日 休止 未定 都の警戒レベルが最高レベルの間は休止

19 ドルチェ　若草 月・水・金曜日 実施

20 キラ星★ 第4月曜日 実施

21 在宅心身障害者（児）緊急一時保護 センター開館日 実施

22 同行援護事業 随時 実施

23 手話通訳者派遣 随時 実施

社協定例事業（令和4年9・10月）

地域支援担当
☎042-481-7693

地域福祉係
☎042-481-7693

障がい者支援係
☎042-490-6675



事業名 実施曜日 実施の有無 再開予定日 問合せ先 備考

24 手話通訳者会議 月1回 実施

25 手話通訳者研修 月2回 実施

26 手話講習会養成応用クラス 金曜日 実施 都の警戒レベルが最高レベルの間はオンライン

27 手話講習会養成基本クラス 火曜日 実施 都の警戒レベルが最高レベルの間はオンライン

28 手話講習会入門クラス（昼） 火曜日 実施 都の警戒レベルが最高レベルの間はオンライン

29 手話講習会基礎クラス（昼） 火曜日 実施 都の警戒レベルが最高レベルの間はオンライン

30 手話講習会入門クラス（夜） 金曜日 実施 都の警戒レベルが最高レベルの間はオンライン

31 手話講習会基礎クラス（夜） 金曜日 実施 都の警戒レベルが最高レベルの間はオンライン

32 中途手話講習会（初心者・経験者） 火曜日 実施

33 通所介護サービス　アイビー 月～金曜日 実施

34 市基準通所型サービス　よつば 月・水・金曜日 実施

35 知って活かそう介護予防 水曜日 実施 8/１７（水）より開始

36 いきいき調理 月～金曜日 休止 10月3日

37 子ども・若者総合支援事業「ここあ」相談事業 月～金曜日 実施 平日10時～20時、木曜10時～17時

38 子ども・若者総合支援事業「ここあ」学習支援 月・水・金曜日 実施 中学1～3年まで実施

39 子ども・若者総合支援事業「ここあ」居場所事業 月～水・金曜日 実施

40 ちょうふ地域福祉権利擁護センター 月～金曜日 実施
地域福祉権利擁護ｾﾝﾀｰ

☎042-481-7766

41 総合福祉センター会議室等貸出室 毎日 一部制限
大声ありの活動（カラオケ、合唱等）、マ
スクを外す必要のある活動（楽器の演奏
等）は、定員の50％以下

42 教養娯楽室の一般開放 月～土曜日 実施

43 浴室の一般開放 火・水曜日 実施

44 浴室の貸切 月～金曜日 実施

45 調布市希望の家（本場・分場） 月～金曜日 実施 予防対策を徹底し実施、一部変更あり

46 調布市希望の家 会議室貸出事業 毎日 実施

障がい者支援係
☎042-490-6675

通所介護サービス係
☎481-7660

ここあ
☎042-452-8816

総務係事業担当
☎042-481-7617

調布市希望の家
☎042-481-7700



事業名 実施曜日 実施の有無 再開予定日 問合せ先 備考

47 希望の家深大寺 月～金曜日 実施
希望の家深大寺

☎042-426-8577
予防対策を徹底し実施、一部変更あり

48 こころの健康支援センター 月～土曜日 実施
こころの健康支援ｾﾝﾀｰ

☎042-490-8166
21時まで団体室の利用可

49 福祉人材育成センター 月～金曜日 実施
福祉人材育成ｾﾝﾀｰ

☎042-452-8180

50 市民活動支援センター
毎日（原則第
3月曜日除

く）
一部制限 　

市民活動支援ｾﾝﾀｰ
☎042-443-1220

座席の削減を継続して通常開館（8時30分
～22時）、食事は黙食に限り可。

51
市民活動支援センター
　　　　　　小島町コーナー

月～金曜日 実施 　
小島町コーナー

☎042-481-7695
総合福祉センターに準ずる。

52
市民活動支援センター
　　　染地・西部コーナー

火～土曜日 実施 　

染地コーナー
☎042-481-3790

西部コーナー
☎042-426-4335

地域福祉センターに準ずる

53

市民活動支援センター
　　　　　緑ヶ丘コーナー
　　　　　菊野台コーナー
　　　　　富士見コーナー

火・木・土曜日 実施 　

緑ヶ丘コーナー
☎03-3326-4088

菊野台コーナー
☎042-481-6500

富士見コーナー
☎042-481-8719

地域福祉センターに準ずる

54 市民活動支援センター　野ヶ谷の郷 火・木・土曜日 実施 　
市民活動支援ｾﾝﾀｰ

☎042-443-1220
個包装の物以外は食事不可

　


