
開催日 曜日 事業・イベント・会議名 実施の有無 備考

10月1日 土 絵手紙ももの会 実施予定 染地ふれあいの家

10月2日 日 総合福祉センター休館日

10月3日 月 障害のある方のためのパソコン講習会「PowerPointで動画作成」 実施予定 全3回（3日、17日、31日）

さるすべりシニア調布　不老又新編集会議 実施 203会議室

さるすべりシニア調布　英語に親しむ会 実施 203会議室

♪フレイル予防の「おんがく広場」 実施予定 たづくり　第1、2音楽練習室

中途視覚障がい者サロン「月曜ippoアイ」 実施 総合福祉センター４階　クローバー室

第２回調布市子ども・若者総合支援事業運営委員会 実施 総合福祉センター４階　視聴覚室

10月4日 火 さるすべりシニア調布　囲碁教室 実施 203会議室

10月5日 水 第３４回調布市福祉大会 実施 グリーンホール大ホール

さるすべりシニア調布　歴史教室① 201-203会議室

司法書士による無料相談会 実施 団体室

介護職員初任者研修・演習（～１４日まで） 実施 こころの健康支援センター本館２階AB

10月6日 木 ＣＯ会議 実施 市民活動支援センターはばたき

障害者（児）団体連絡会交流会 実施 総合福祉センター201・202会議室

障がいのある方のための「簡単体操教室」 実施 総合福祉センター４階　視聴覚室

10月7日 金 高次脳機能障害者支援促進事業連絡会 実施 Zoom

さるすべりシニア調布　第7回理事会 実施 201,202会議室

染地パソコン教室＆相談 実施予定 多摩川住宅ロｰ7号棟　A集会室

10月8日 土 FC東京✕赤い羽根　協働企画 実施 味の素スタジアム

ちょうふのこやど 実施予定
第一部：東部公民館　第二部：空と大地
と

スマホちょっと相談室　染地 実施予定 多摩川住宅ロｰ7号棟　A集会室

10月9日 日

10月10日 月 総合福祉センター休館日

西部ふれあいのつどい 実施 調布市立第三小学校

社協関連イベント・会議（令和４年１０・１１月）



開催日 曜日 事業・イベント・会議名 実施の有無 備考

サンルーム西華 実施予定 西部地域福祉センター

10月11日 火 国領わいわいまつり実行委員会 実施予定 市民活動支援センターはばたき

さるすべりシニア調布　グラウンドゴルフ専門委員会 実施 203会議室

10月12日 水 市民活動支援センター　国領スタッフミーティング 実施 市民活動支援センター事務室

さるすべりシニア調布　女性部よさこい部会 実施 201,202会議室

シニアが絵本を楽しむ会 実施予定 染地三丁目アパート集会所

ちょうふチャリティーウォーク実行委員会 実施 市民活動支援センターはばたき

10月13日 木 第２回評議員会（臨時） 実施予定 201-203会議室

さるすべりシニア調布　囲碁教室 実施 203会議室

10月14日 金 さるすべりシニア調布　俳句大会 実施 郵送による実施

ひだまりサロン「けやきぶんこ」 実施予定 西部地域福祉センター

10月15日 土

10月16日 日 総合福祉センター休館日

♪フレイル予防の「おんがく広場」 実施予定 西部地域福祉センター

10月17日 月 第３回調布市就労支援実務者会議 実施 こころの健康支援センター別館１階

さるすべりシニア調布　ダンスサークル ※実施 女性部よさこい部会に変更

障害のある方のためのパソコン講習会「PowerPointで動画作成」 実施

あくろす休館日

10月18日 火 コーディネーター定例会 実施 ボランティア活動室

10月19日 水 さるすべりシニア調布　健康部会 実施 203会議室

さるすべりシニア調布　第2回友愛実践活動研修会 実施 201-203会議室

視覚障がい者ガイドヘルパー養成研修・一般課程（～２２日ま
で）

実施 こころの健康支援センター研修室ほか

10月20日 木 さるすべりシニア調布　女性部よさこい部会 実施 202,203会議室

さるすべりシニア調布　玩具の伝承実行委員会 実施 202,203会議室

10月21日 金 高次脳機能障害者支援促進事業事例検討会 実施 Zoom



開催日 曜日 事業・イベント・会議名 実施の有無 備考

さるすべりシニア調布　グラウンドゴルフ大会 実施 調布基地跡地

障害年金・個別相談会 実施 総合福祉センター4階

ボランティアガイダンス 実施予定 西部地域福祉センター

野ヶ谷の郷役員会 実施 野ヶ谷の郷

10月22日 土 ちょうふチャリテイーウォーク 実施予定 調布駅前広場スタート

高齢者・障害者のための成年後見相談会 実施予定

フードドライブ（第５０回環境フェア） 実施予定 市役所前広場

10月23日 日

10月24日 月 野ヶ谷の郷　梅の湯コンサート 実施予定 深大寺　梅の湯

さるすべりシニア調布　文化部会 実施 203会議室

さるすべりシニア調布　健康吹き矢・囲碁教室 実施予定 201-203会議室

10月25日 火 市民活動支援センター運営委員会 実施 市民活動支援センターはばたき

さるすべりシニア調布　芸能大会順番決定 実施 201,202会議室

10月26日 水 さるすべりシニア調布　役員会 実施 203会議室

さるすべりシニア調布　監査会 実施 203会議室

ひだまりサロン「なんてったってクラシック」 実施予定 染地ふれあいの家

おはなしほっとカフェ 実施 市民活動支援センターはばたき

10月27日 木 希望の家 第三者委員会 実施予定 希望の家本場

さるすべりシニア調布　会員作品展申込み 実施 201会議室

うたごえドルチェ 実施 総合福祉センター4階　視聴覚室

10月28日 金 ※さるすべりシニア調布　グラウンドゴルフ大会予備日

染地パソコン教室＆相談 実施予定 多摩川住宅ロｰ7号棟　A集会室
視覚障がい者ガイドヘルパー養成研修・応用課程（～２９日ま
で）

実施 こころの健康支援センター研修室ほか

10月29日 土 調布市総合防災訓練 実施予定 染地多摩川河川敷会場（予定）

ワーママのちょっと話そう会 実施 市民活動支援センターはばたき

10月30日 日



開催日 曜日 事業・イベント・会議名 実施の有無 備考

10月31日 月 さるすべりシニア調布　歴史教室② 実施予定

ほっとカフェ談　読み聞かせ５ 実施予定 西部地域福祉センター
障害のある方のためのパソコン講習会「PowerPointで動画作
成」

実施

11月1日 火 さるすべりシニア調布　みんなの健康教室専門委員会 実施 201会議室

11月2日 水 さるすべりシニア調布　グラウンドゴルフ大会反省会 実施 201会議室

希望の家 第2回合同運営委員会 実施 希望の家深大寺

司法書士による無料相談会 実施 団体室

11月3日 木 総合福祉センター休館日

11月4日 金 さるすべりシニア調布　女性部よさこい部会 実施 202,203会議室

さるすべりシニア調布　歴史教室専門委員会 実施 201会議室

染地パソコン教室＆相談 実施 多摩川住宅ロｰ7号棟　A集会室

11月5日 土 絵手紙ももの会 実施 染地ふれあいの家

11月6日 日 えんがわフェスタ 実施

11月7日 月 さるすべりシニア調布　女性部よさこい部会 実施 201-203会議室

中途視覚障がい者サロン「月曜ippoアイ」 実施

11月8日 火

11月9日 水 さるすべりシニア調布　第8回理事会 実施 201,202会議室

シニアが絵本を楽しむ会 実施 染地三丁目アパート集会所

11月10日 木 さるすべりシニア調布　将棋専門委員会 実施 201会議室

11月11日 金

11月12日 土 ～未来につなげよう～調布ヶ丘わくわく広場 実施 調布ヶ丘地域福祉センター

11月13日 日

11月14日 月 さるすべりシニア調布　健康吹き矢・囲碁教室 実施予定 201-203会議室

11月15日 火

11月16日 水 さるすべりシニア調布　女性部常任委員会 実施 201会議室



開催日 曜日 事業・イベント・会議名 実施の有無 備考

11月17日 木 歳末たすけあい　資料自治会お届け 実施

市民活動支援センター運営委員会 実施 市民活動支援センターはばたき

11月18日 金 介護職員初任者研修修了式・事業所説明会 実施 こころの健康支援センター本館２階AB

歳末たすけあい　資料自治会お届け 実施

11月19日 土 福祉のしごと相談・面接会 実施 こころの健康支援センター本館２階

11月20日 日 総合福祉センター休館日

ワーママのちょっと話そう会 実施 市民活動支援センターはばたき

11月21日 月

11月22日 火 さるすべりシニア調布　友愛リーダー会議 実施 203会議室

11月23日 水 総合福祉センター休館日 　　北ノ台ふれあい朝市・秋 実施 深大寺保育園

国領わいわいまつり 実施 国領小体育館

11月24日 木 さるすべりシニア調布　不老又新新春号編集会議 実施 201会議室

さるすべりシニア調布　女性部ブロック会議 実施 201-203会議室

11月25日 金 さるすべりシニア調布　総務部会 実施 201会議室

さるすべりシニア調布　玩具の伝承実行委員会 実施 202,203会議室

11月26日 土

11月27日 日

11月28日 月 さるすべりシニア調布　役員会 実施 201会議室

さるすべりシニア調布　第3回みんなの健康教室 実施 201-203会議室

11月29日 火 さるすべりシニア調布　会員作品展専門委員会 実施 201,202会議室

11月30日 水 さるすべりシニア調布　第2回会長会議 実施 201-203会議室


