
開催日 曜日 事業・イベント・会議名 実施の有無 備考

12月1日 木 さるすべりシニア調布　英語に親しむ会 実施 201会議室

第３回三役会 実施 団体室

12月2日 金

12月3日 土 第45回調布市福祉まつり 実施 調布駅前広場、グリーンホール小ホール

12月4日 日 第45回調布市福祉まつり 実施 調布駅前広場、グリーンホール小ホール

12月5日 月 障がいのある方のためのパソコン講習会「技あり！ワードでうさぎを描く～なにかと使える干支画」 実施 全2回（5日、12日）

12月6日 火 さるすべりシニア調布　囲碁教室 中止

第２回下石原小地域実行委員会 実施 下石原地域福祉センター

国領わいわいまつり実行委員会（反省会） 実施 市民活動支援センターはばたき

12月7日 水 司法書士による無料相談会 実施 団体室

第３回理事会 実施 201-202会議室

12月8日 木 さるすべりシニア調布　第9回理事会 実施 201,202会議室

コーディネーター会議（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

行動援護従業者養成研修① 実施 こころの健康支援センター本館２階AB

12月9日 金 さるすべりシニア調布　不老又新新春号編集会議 中止

さるすべりシニア調布　第2回歴史教室① 中止

行動援護従業者養成研修② 実施 こころの健康支援センター本館２階AB
調布市障害者自立支援協議会「医療と福祉の相互理解ワーキン
グ」

実施

第３回評議員選任・解任委員会 実施 応接室

12月10日 土 ひきこもりUX女子会＆ママ会 実施 201～203会議室

土 つながる待合室 実施 団体室

12月11日 日 総合福祉センター休館日

12月12日 月 さるすべりシニア調布　カラオケふれあいのつどい専門委員会 実施 201会議室

さるすべりシニア調布　健康吹き矢 中止

社協関連イベント・会議（令和４年１２・令和５年１月）



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　囲碁教室 中止

障害者地域活動支援センタードルチェ「冬の作品展2022」 実施 17日まで

12月13日 火 第三回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5階

12月14日 水 希望の家深大寺地域のつどい（仮） 実施 希望の家深大寺

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

12月15日 木 総合福祉センター館内点検 実施 総合福祉センター

さるすべりシニア調布　将棋大会 中止

12月16日 金 行動援護従業者養成研修③ 実施 こころの健康支援センター本館２階AB

障害年金個別相談会 実施

野ヶ谷の郷役員会 実施 野ヶ谷の郷

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

12月17日 土 行動援護従業者養成研修④ 実施 こころの健康支援センター本館２階AB

ワーママのちょっと話そう会 実施 市民活動紫煙センター　はばたき

12月18日 日 総合福祉センター休館日

布田わくわく活動展 実施 こころの健康支援センター本館１階

12月19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　会員作品展 中止

12月20日 火 さるすべりシニア調布　会員作品展 中止

第３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

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

12月21日 水 さるすべりシニア調布　会員作品展 中止

ドルチェサロン協力員会議 実施

12月22日 木 さるすべりシニア調布　会員作品展 中止

さるすべりシニア調布　芸能大会 中止

第２回評議員会 実施 201-203会議室



開催日 曜日 事業・イベント・会議名 実施の有無 備考

12月23日 金 さるすべりシニア調布　会員作品展 中止

12月24日 土 ふたご・みつごおしゃべり会 実施 市民活動支援センター　はばたき

12月25日 日

12月26日 月 さるすべりシニア調布　役員会 変更 12月19日へ

さるすべりシニア調布　第3回友愛実践活動研修会 延期 2月13日(月)へ延期

12月27日 火

12月28日 水

12月29日 木 総合福祉センター休館日

12月30日 金 総合福祉センター休館日

12月31日 土 総合福祉センター休館日

1月1日 日 総合福祉センター休館日

1月2日 月 総合福祉センター休館日

1月3日 火 総合福祉センター休館日

1月4日 水 司法書士による無料相談会 実施 応接室

経営会議

1月5日 木

1月6日 金 さるすべりシニア調布　囲碁教室 実施 203会議室

1月7日 土

1月8日 日

1月9日 月 総合福祉センター休館日

1月10日 火 さるすべりシニア調布　第10回理事会 実施 201,202会議室

コーディネーター会議（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

運営会議

1月11日 水 さるすべりシニア調布　会員作品展反省会 中止

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



開催日 曜日 事業・イベント・会議名 実施の有無 備考

1月12日 木 第５回社福連幹事会 実施 Zoom

さるすべりシニア調布　第2回歴史教室② 中止

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

1月13日 金
成人を祝うつどい（AM：調布市希望の家、PM：希望の家深大
寺）

実施 AM：希望の家本場、PM：希望の家深大寺

さるすべりシニア調布　新春のつどい 中止

1月14日 土 医療的ケア児等支援技術向上研修 実施
こころの健康支援センター別館２階研修
室

1月15日 日 総合福祉センター休館日

1月16日 月

1月17日 火 さるすべりシニア調布　ボッチャ教室 実施 201,202会議室

1月18日 水

1月19日 木 第５回衛生委員会 実施 団体室＋Zoom

1月20日 金 さるすべりシニア調布　総務部会 実施 201会議室

1月21日 土 医療的ケア支援者養成研修（特定の者）① 実施
こころの健康支援センター別館２階研修
室

1月22日 日 医療的ケア支援者養成研修（特定の者）② 実施
こころの健康支援センター別館２階研修
室

手話通訳新規登録者選考試験 実施

1月23日 月 第３回共同募金配分推薦委員会 実施 視聴覚室

さるすべりシニア調布　健康吹き矢・囲碁教室 実施 201-203会議室

1月24日 火 介護職員初任者研修・茶話会 実施
こころの健康支援センター別館２階研修
室

管理職会議

1月25日 水 計画相談研修（加算編） 実施
こころの健康支援センター別館２階研修
室

1月26日 木 第２回社福連総会、研修 実施 団体室＋Zoom

さるすべりシニア調布　役員会 実施 201会議室

野ヶ谷の郷 学習会（介護保険制度） 実施 野ヶ谷の郷

1月27日 金 さるすべりシニア調布　会計相談会 実施 201-203会議室



開催日 曜日 事業・イベント・会議名 実施の有無 備考

1月28日 土 知的障がい者ガイドヘルパー養成研修① 実施 こころの健康支援センター本館２階AB

ほっとハートｉｎ調布（調布・府中・多摩　三市合同） 実施 調布駅前

1月29日 日

1月30日 月

1月31日 火 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


