
開催日 曜日 事業・イベント・会議名 実施の有無 備考

8月1日 月 さるすべりシニア調布　英語に親しむ会 実施 総合福祉センター201会議室

♪フレイル予防の「おんがく広場」 総合福祉センター

8月2日 火 さるすべりシニア調布　輪投げ大会反省会 中止 総合福祉センター201会議室

福祉まつり第2回実行委員会 実施
総合福祉センター202会議室‐203会議
室

広報部会 中止 総合福祉センター団体室

8月3日 水 司法書士による無料相談会 実施

階層別・中堅職員研修～SST編～ 実施 こころの健康支援センター別館２階研修室

表彰審査委員会 実施 総合福祉センター団体室

8月4日 木 ＣＯ会議 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　女性部よさこい部会 中止 総合福祉センター202～203会議室

障がいのある方のための「簡単体操教室」 実施

さるすべりシニア調布　囲碁教室 実施 総合福祉センター203会議室

8月5日 金 総合福祉センター貸出室抽選会 実施 総合福祉センター201～203会議室

希望の家本場“夏祭り（地域のつどい）” 実施 場所：希望の家本場駐車場と２階

さるすべりシニア調布　玩具の伝承実行委員会 実施 総合福祉センター202～203会議室

染地パソコン教室＆相談

8月6日 土 mission in chofu（大学生対象講座） 実施 あくろす3階会議室

絵手紙　ももの会 実施 染地ふれあいの家

青春わくわくクラブ～体も心もリフレッシュ～ 実施

8月7日 日
総合福祉センター休館日
【CHOFU Has No Borders! ～調布のみんな、ひとつになろ
うよ～】

駅前広場

8月8日 月 さるすべりシニア調布　第5回理事会 実施 総合福祉センター201・202会議室

第２回共募理事会 書面開催

8月9日 火

社協関連イベント・会議（令和4年８・９月）



開催日 曜日 事業・イベント・会議名 実施の有無 備考

8月10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

8月11日 木 総合福祉センター休館日

8月12日 金 階層別・管理職施設長研修 実施 こころの健康支援センター本館２階AB

さるすべりシニア調布　女性部よさこい部会 中止 総合福祉センター202～203会議室

8月13日 土 ちょうふのこやど

8月14日 日 あくろす休館日

青春わくわくクラブ～体も心もリフレッシュ～

8月15日 月 あくろす休館日

ドルチェ夏の作品展2022 実施 20日（土）まで

8月16日 火

8月17日 水 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

8月18日 木 総合福祉センター館内点検 実施 総合福祉センター

8月19日 金 さるすべりシニア調布　女性部よさこい部会 中止 総合福祉センター202～203会議室

障害年金・個別相談会 実施

8月20日 土 土曜ドルチェ 実施

えんがわ文庫 棚主懇談会 実施 市民活動支援センター はばたき

8月21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 西部地域福祉センター

ひだまりサロン「ハッピーマニア(ZUMBA®)」

8月22日 月 さるすべりシニア調布　囲碁専門委員会 実施 総合福祉センター203会議室

さるすべりシニア調布　健康吹き矢・囲碁教室 中止 総合福祉センター201～203会議室

8月23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

8月24日 水 北多摩南部ブロックＶＣ担当者水害現場町歩き 実施 染地エリア

8月25日 木

8月26日 金 さるすべりシニア調布　役員会 実施 総合福祉センター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

10の筋力トレーニング 布田南部自治会館

協働推進課事務打合せ（市民活動支援センター） 実施 市民活動支援センターはばたき

染地パソコン教室＆相談

8月27日 土 ボランティアガイダンス 緑ケ丘地域福祉センター

8月28日 日 青春わくわくクラブ～体も心もリフレッシュ～

8月29日 月 第１回金子ふれあいまつり実行委員会 実施 金子地域福祉センター

災害ボランティア養成講座① 実施 あくろす2階　会議室1

障がいのある方のためのパソコン講習会 実施 総合福祉センター4階　生活支援室

8月30日 火 さるすべりシニア調布　第1回友愛実践活動研修会 中止 総合福祉センター201～203会議室

8月31日 水 さるすべりシニア調布　俳句専門委員会 実施 総合福祉センター203会議室

9月1日 木 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 総合福祉センター201会議室

9月2日 金 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 総合福祉センター201会議室

9月3日 土 発達障害者支援事業ぽぽむ講演会 実施 こころの健康支援センター本館２階こかげ

9月4日 日

9月5日 月 さるすべりシニア調布　歴史教室専門委員会 実施 総合福祉センター201会議室

9月6日 火 人材専門研修・障がい者の家族支援 実施 こころの健康支援センター本館２階AB

9月7日 水 司法書士による無料相談会 実施

さるすべりシニア調布　第6回理事会 実施 総合福祉センター201・202会議室

9月8日 木 第２回三役会 実施予定 総合福祉センター団体室

ＣＯ会議 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　ボッチャ教室 実施 総合福祉センター201～203会議室

9月9日 金 パソコン、スマホ、タブレットなんでも個別相談会（第3回） 実施 総合福祉センター4階　生活支援室

9月10日 土 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

土 ちょうふ福祉ヒューマンライブラリー 実施予定 こころの健康支援センター本館２階AB

9月11日 日 青春わくわくクラブ～体も心もリフレッシュ～ 実施予定 多摩川住宅ハ号棟　集会室

9月12日 月 サンルーム西華 西部地域福祉センター



開催日 曜日 事業・イベント・会議名 実施の有無 備考

9月13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

火 介護職員初任者研修開講式 実施 こころの健康支援センター別館研修室

9月14日 水 シニアが絵本を楽しむ会 実施予定 都営３丁目アパート集会室

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

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　芸能大会リーダー会議 実施 総合福祉センター201会議室

9月15日 木 希望の家・家族連絡会、家族会 実施 総合福祉センター201～202会議室

第３回社福連幹事会 実施 Zoom

さるすべりシニア調布　女性部常任委員会 実施 総合福祉センター201会議室

9月16日 金 災害ボランティア養成講座② 実施 あくろす2階　会議室1

さるすべりシニア調布　囲碁大会 実施 総合福祉センター201～203会議室

9月17日 土

9月18日 日 総合福祉センター休館日

9月18日 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

9月18日 日 ひだまりサロン「ハッピーマニア(ZUMBA®)」 実施予定 菊野台地域福祉センター

9月19日 月 総合福祉センター休館日

9月20日 火 あくろす休館日

第２回福祉人材育成センター運営委員会 実施 こころの健康支援センター本館２階AB

さるすべりシニア調布　健康吹き矢・囲碁教室 実施 総合福祉センター201～203会議室

9月21日 水 第２回理事会 実施予定 総合福祉センター201～203会議室

第三者委員会 実施予定 総合福祉センター団体室

9月22日 木 第２回評議員選任・解任委員会 実施 総合福祉センター団体室

うたごえドルチェ 実施予定

さるすべりシニア調布　総務部会 実施 総合福祉センター203会議室

さるすべりシニア調布　女性部ブロック会議 実施 総合福祉センター201～203会議室

9月23日 金 総合福祉センター休館日



開催日 曜日 事業・イベント・会議名 実施の有無 備考

9月24日 土

9月25日 日 青春わくわくクラブ～体も心もリフレッシュ～ 実施予定 多摩川住宅ハ号棟　集会室

9月26日 月 第３回衛生委員会 実施 Zoom

9月27日 火

9月28日 水 ひだまりサロン「なんたってクラシック」 染地ふれあいの家

さるすべりシニア調布　役員会 実施 総合福祉センター203会議室

さるすべりシニア調布　第2回みんなの健康教室 実施 総合福祉センター201～203会議室

9月29日 木 ひきこもりUXママ会 実施予定 総合福祉センター　団体室

さるすべりシニア調布　囲碁大会反省会 実施 総合福祉センター201会議室

さるすべりシニア調布　友愛リーダー会議 実施 総合福祉センター201会議室

9月30日 金 第３回広報部会 実施予定 総合福祉センター団体室

災害ボランティア養成講座③ 実施 あくろす2階　会議室1

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

　 　 さるすべりシニア調布　会員作品展専門委員会 実施 総合福祉センター201・202会議室


