
調布市市民活動支援センター

センターではこんなことができます！

場　所： 国領町2-5-15市民プラザあくろす2階（国領駅から徒歩1分）
 中面地図「市民プラザあくろす」参照
時　間： 8時30分から22時まで
休館日： 毎月第3月曜日（ただし祝日に当たる場合は、翌平日）、
 12月29日から1月3日、その他臨時休館日あり
電　話： 443-1220／FAX：443-1221
メール： npo-center@ccsw.or.jp

　市民プラザあくろすの２階にある市民活動支援センターは、
ＮＰＯやボランティア活動などの幅広い市民活動を総合的に支援
するための拠点です。

●相談窓口
　活動を始めてみたい人や、活動中の悩みなどをコーディネーターがお伺いします。

●活動スペース「はばたき」の貸出し
　オープンスペースを無料で貸出しています。お茶や軽食を取りながら楽しく打合せ
や作業ができます。

●パソコンコーナー
　市民活動に関する情報検索や書類作成等にご活用いただけます。Wi-Fi環境も整備
されています。

●ロッカー・メールボックスの貸出し
　ボランティア・市民活動向けに無料で貸出しを行っています（要申込）。

●印刷コーナー
　印刷機やコピー機（有料）、紙折り機を貸出しています。

●その他にも市民活動に役立つ様々な機能があります！
　えんがわだより（広報紙）の発行、市民活動関連資料コーナー、ＨＰを活用した情
報提供、市民活動に役立つ講座の開催、ボランティア保険の手続きなど

活動スペース「はばたき」 相談窓口の様子

椿まつり 横須賀軍艦クルーズ

武蔵野の森総合スポーツプラザ

生涯学習情報コーナー市民活動支援センター

コーナーではこんなことができます！

場　所： 小島町2-33-1調布市文化会館たづくり11階
 （調布駅から徒歩4分）　中面地図「文化会館たづくり」参照
時　間： 9時から21時30分まで（相談受付時間は17時まで）
休館日： 毎月第4月・火曜日（ただし休日にあたる場合は変更）、
 12月29日から1月3日
 文化会館たづくり臨時休館日（9月・2月を予定）
電　話： 441-6155／FAX：441-6115
メール： johokona@w2.city.chofu.tokyo.jp

　文化会館たづくりの１１階にある生涯学習情報コーナーでは、
何かを学習したい方や、新たな出会いの場をお探しの方に様々
な情報を提供しています。
　また、活動や展示スペースの貸出しも行っています。

●相談窓口
　生涯学習活動を始めてみたい人や、活動中の悩みなどを相談いただけます。

●情報の提供
　生涯学習に関係する情報を収集・提供しています。

　①大学の公開講座や講演会などの「学習情報」

　②学習に使える市内の公共施設などの「施設情報」

　③市内で活動している文化・学習・趣味・スポーツなどの「団体・サークル情報」

　④学習活動、講座・講演会などの講師・指導者の「人材情報」

●活動スペース「みんなの広場」の貸出し
　サークル活動や打合せなどに無料で利用できるテーブルがあります。
　（予約席：８人掛け2カ所、10人掛け4カ所、当日席2カ所）

●展示スペースの貸出し
　作品などの展示で利用できる壁面を無料で貸出しています（個展は不可）。

●サークル体験
　入会する前にサークルの雰囲気を感じることができるサークル体験事業を実施し
ています。市報ちょうふで随時募集しています。

活動スペース「みんなの広場」 相談窓口の様子

市民活動支援センターキャラクター
「えんがわくん」

他にも市内には
たくさんの活動スペースがあります。

調布市生涯学習情報コーナー

調布市いやしとふれあいの旅事業

武蔵野の森総合スポーツプラザ
11月25日にオープンします

が

日帰りバスツアー

“ちょみっと”をご存じですか？

●小島町コーナー（「総合福祉センター」内） 月～金 9時から17時まで 電話481-7695
●菊野台コーナー（「菊野台地域福祉センター」内） 火・木・土 9時から17時まで 電話481-6500
●富士見コーナー（「富士見地域福祉センター」内） 火・木・土 9時から17時まで 電話481-8719
●染地コーナー（「染地地域福祉センター」内） 火～土 9時から17時まで 電話481-3790
●緑ヶ丘コーナー（「緑ヶ丘地域福祉センター」内） 火・木・土 9時から17時まで 電話03-3326-4088
　※現在改修工事中（平成30年3月末まで予定）
●西部コーナー（「西部地域福祉センター」内） 火～土 9時から17時まで 電話426-4335
●野ヶ谷の郷（深大寺東町6-27-3） 火～土 9時から17時まで 電話481-1838
場所は中面のマップをご参照ください。

市民活動支援センターの他に、下記コーナーでも相談できます。

ボランティアコーナーの紹介

ちいきのけいじばん

「ちょみっと」はこちらから
調布市公式ホームページの
トップページからも
ご覧いただけます。

Join
us!
Join
us!

平成29（2017）年11月24日
発行：調布市　生活文化スポーツ部協働推進課
〒182-8511　調布市小島町2-35-1
電話：481-7036　Eメール：komyuni@w2.city.chofu.tokyo.jp

地域活動情報紙 Vol.13

　調布市内には、地域で活躍する市民活動団体の皆様が、打
合せや作業等の各種活動、ステージ発表や展示等の活動ＰＲ
に活用できる施設がたくさんあります。
　今回の地域活動情報紙では、市内の公共施設の設備や備
品等を紹介します。保存版として、活動場所の検索にご活用く
ださい。

◆地域活動情報紙Vol.13 １面◆◆地域活動情報紙Vol.13 ４面◆ ★紙面上では市外局番042の表記を省略しています★★紙面上では市外局番042の表記を省略しています★
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　味の素スタジアムに隣接する場所に東京都が整備した、大規模なスポーツ
大会やイベント興行が開催可能な総合スポーツ施設です。
　メインアリーナのほかにサブアリーナ、プー
ル、トレーニングルームなどを併設しています。
　また、２０２０年の東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会の開催が予定されています。

　平成２９年３月２０日に第３回調布まち活フェスタを開催しました。当日は
約2，100人の方が来場され、ステージ、ワークショップ、模擬店のほか、イベ
ント全体を回るラリー企画など、盛りだくさんの企画を楽しまれていました。
　当日は、市民プラザあくろす２階の調布市市民活動支援センターのイ
ベント「えんがわフェスタ」と同日開催で、お互いのイベントをまたがるコラ
ボ企画もあり、会場全体で盛り上がりました。

　ちょうふ地域コミュニティサイト（愛称「ちょみっと」）をご存知ですか。
　平成２９年４月にスタートした「ちょみっと」では、市内の様々な地域情報を
発信しています。「地図からさがす」や「目的からさがす」など、直感的で分かり
やすい機能で検索できる、ご近所情報への入口となるポータルサイトです。
　また、２０小学校区毎の電子掲示板機能「ちいきのけいじばん」は、地域で活動
する団体によるイベント紹介やお知らせなどの電子チラシを掲示しており、地
域密着型の情報を知ることができます。ぜひ一度「ちょみっと」をご覧ください。 ❶≪復興支援≫

　高速ジェット船利用　日帰りで行く！春の伊豆大島　椿まつり
【出発日】平成３０年３月６日（火）／【料金】未定（１月中旬頃決定）
【行　程】調布出発→竹芝桟橋（高速ジェット船）→大島→大島公園・椿園（見
学）→椿資料館（見学）→大島温泉ホテル（昼食）→三原山山頂口（見学）→椿
花ガーデン（見学）→大島（高速ジェット船）→竹芝桟橋→調布到着

❷親子でバスツアー　横須賀軍艦クルーズと横浜中華街
　カップヌードルミュージアムでのチキンラーメン手作り体験
【出発日】平成３０年３月２４日（土）／【料金】大人６，５００円　小人５，０００円
【行　程】調布出発→ＹＯＫＯＳＵＫＡ軍港めぐり（乗船）→横浜中華街（各自自由
昼食）→カップヌードルミュージアム（チキンラーメン手作り体験）→調布到着

（その他共通事項）
　●最少催行：３５人

　●交通事情等により多少時間が前後することがあります。

　●旅行契約成立後、旅行を取消す場合は、取消料金をいただくことがあります。

【申込み】さくらツーリスト株式会社　小島町２－４５－７調布南ビル２階

【電　話】０４２-４８２-００５０

地域コミュニティ

トピックス

　市民活動・地域活動の活性化に向け、活動ＰＲの出展等を通じて誰もが
楽しめる企画を実施する交流イベントです。
　毎年国領駅前の市民プラザあくろすと駅前広場を会場に多世代からな
る実行委員会が企画・運営を行っています。

調布まち活フェスタとは

屋外ステージでの発表 仙川はちみつを使った
石けんづくり

ラリー企画

第３回調布まち活フェスタを
開催しました

第４回調布まち活フェスタ開催決定！

実行委員会の様子

　今年度も、市民プラザあくろす２・３階、国領駅前
広場を会場に下記日程での開催が決まりました。
　現在、実行委員会で誰もが楽しめる企画を検討し
ています。是非皆様ご来場ください。

【第４回調布まち活フェスタ】
【日　時】平成３０年３月１８日（日）
【会　場】市民プラザあくろす２・３階、国領駅前広場
【問合せ】協働推進課　481-7036

昨年コラボ開催した調布市市民活動支援センターの
「えんがわフェスタ」も下記日程で開催が決まっています。
こちらにも是非ご参加ください。
【日時】平成３０年３月４日（日）
【会場】調布市市民活動支援センター
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だれでもトイレあり（障害者用トイレ含む）

貸出用車いすあり

ピ

ピ

ピピ

ピ

お問合せの多い設備について、アイコン表示しています。

地域福祉センター

金子地域福祉センター
西つつじケ丘4-43-3
☎485-5888

菊野台1-38-1
☎481-5641
※菊野台コーナー　☎481-6500

1 菊野台地域福祉センター6

西部地域福祉センター
上石原2-15-6
☎486-1600
※西部コーナー　☎426-4335

富士見町4-15-6
☎483-9652
※富士見コーナー　☎481-8719

2 富士見地域福祉センター7

調布ケ丘地域福祉センター
調布ケ丘3-58-2
☎487-7753

下石原3-72-1
☎481-7683

3 下石原地域福祉センター8

染地地域福祉センター
染地3-3-1
☎483-5578
※染地コーナー　☎481-3790

入間町1-13-2
☎03-3309-4996

4 入間地域福祉センター9

緑ケ丘地域福祉センター
緑ケ丘2-18-49
☎03-3326-4861
※緑ケ丘コーナー
　☎03-3326-4088
※現在改修工事中（平成30年3月末まで予定）

深大寺北町2-40-1
☎480-8725

5 深大寺地域福祉センター10

　学習したり、話し合ったり、趣味を楽しんだりする時に利用できます。
　また、市民活動の相談ができる「ボランティアコーナー」が設けられているセン
ターもあります。

教育会館

小島町2-36-1／☎481-7465

　教育の充実及び振興を図るため「教育センター」
「教育委員会事務局」「教育相談所」を集約した施設
です。貸出し用の会議室が３部屋あります。

ふれあいの家

八雲台ふれあいの家
八雲台1-42-2 布田2-27-4

下布田保育園併設

下布田ふれあいの家

　地域の心のふれあいと連帯を高めることを目的に設
置している施設です。それぞれ１～２部屋の集会スペ
ースがあり、近隣住民の方々が管理をしています。

※各設備の規模等は、施設により異なります。詳細はご利用になる施設へお問合せください。また、分館など複数ある施設では、全館に
該当する設備を上部に、館ごとに該当する設備を各名称の横に表示しています。

OA EV WC

公民館

若葉町1-29-21　東部保育園2階／☎03-3309-4505
東部公民館

上石原3-21-6　西部児童館2階／☎484-2531
西部公民館

柴崎2-5-18／☎488-2698

※市内にある公共施設のうち、市民活動に活用いただける主な施設を紹介しています。

北部公民館

　子どもからシニア世代までだれでも学べるよう、
講演会・講座・教室などを開いています。
　学習室や和室などの貸出しも行い、サークル活
動をはじめ市民の自主的活動を支援しています。展
示会や地域文化祭も行っています。

グリーンホール

調布市小島町2-47-1／☎481-7611【(公財)調布市文化・コミュニティ振興財団】

　大・小ふたつのホールを備えています。
　年間を通じて講演会、コンサート、演劇など様々
な催し物が実施されています。

文化会館たづくり

小島町2-33-1／☎441-6111㈹【(公財)調布市文化・コミュニティ振興財団】

　中央図書館やホール、各種の会議室など、多彩な
施設が併設され、数多くの団体が利用しています。
　１１階には生涯学習情報コーナーがあり、市内の
サークルやイベントの情報を紹介しています。

市民プラザあくろす

国領町2-5-15　コクティ-2･3階／☎443-1211(3階受付)

　会議・研修などの活動の場として、部屋の貸出し
も行っています。
　「多様な市民活動」「男女共同参画社会の実現に
向けた活動」「新たな産業の集積、企業家育成」の支
援のため、「市民活動支援センター」「男女共同参画
推進センター」「産業労働支援センター」で構成さ
れています。

せんがわ劇場

仙川町1-21-5／☎03-3300-0611

　舞台芸術を楽しむ市民を育成・支援し、新しい文化活
動の拠点を目指す施設です。
　劇場の公演や、ホール・リハーサル室の貸出しを行っ
ています。
　演劇・音楽・舞踊の市民活動団体が活躍しています。

総合福祉センター

小島町2-47-1／☎481-7693【(社福)調布市社会福祉協議会】

　福祉に関する様々な相談に対応しているほか、障
がいのある方、高齢の方などを対象にした通所サー
ビス等を提供しています。
　また、会議室や視聴覚室、茶室の貸出しも行って
います。

和 ピ 複 展 WC

1 10

富士見町ふれあいの家
富士見町3-3-17 国領町4-15-28

国領第二ふれあいの家2 11

仙川ふれあいの家
仙川町1-21-5せんがわ劇場内 上石原2-8-3

上石原保育園併設

上石原ふれあいの家3 12

飛田給ふれあいの家
飛田給1-3-53 佐須町4-42-2

佐須児童館併設

佐須ふれあいの家4 13

布田駅南ふれあいの家
国領町5-76-3 国領町2-5-15コクティ1階

国領駅北ふれあいの家5 14

東部ふれあいの家
仙川町3-3-38
消防団第13分団機器具置併設

小島町3-56-1
小島町ふれあいの家6 15

野ヶ谷ふれあいの家
深大寺東町7-23-2 菊野台3-27-39

市民大町スポーツ施設内

大町ふれあいの家7 16

国領ふれあいの家
国領町8-1-59 染地3-8-26

多摩川自然情報館併設

染地ふれあいの家8 17

西部ふれあいの家
飛田給3-53-1 柴崎2-27-25

上ノ原ふれあいの家9 18

音 OA ピ ス 鏡 EV WC

OA ピ ス EV WC

音 調 OA 和 作 ピ 複 展 ス EV 保 WC

調 OA 和 複 EV 保 WC

和OA ピ 複 展 EV WC

※「13 佐須ふれあいの家」、「17 染地ふれあいの家」はそれぞれ併設する「佐須児童館」、
「多摩川自然情報館」にだれでもトイレがあります。
●各ふれあいの家に関するお問合せは、協働推進課（市役所８階）まで　☎481-7122

1
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3

和

和

和

和

和

和

和 ピ

鏡

WC

鏡 WC

鏡WC

鏡

WC

鏡WC

WC

鏡

鏡 WC

　大規模改修を実施し、装いを新たにリニューアルオープンしました。内外装や
空調の更新、トイレのバリアフリー化に加え、ロビーにくつろぎスペースを設置し
ました。

地域福祉センター

金子地域福祉センター＆西部地域福祉センター

　今まで雑庫として使用していた部屋を整理し、
乳幼児を連れた子育て世代の方が気軽に打合
せなどを行える部屋として、テーブルと椅子のほ
か、サークルを配置し、お子さまの様子を見なが
ら、安心して地域活動などができるスペースとし
ました。

下石原地域福祉センター

地域のコミュニティの拠点としてご利用ください。

金子地域福祉センター 西部地域福祉センター

下石原地域福祉センター

調

音 調 EV

音 鏡 EV

普段の活動場所としてだけではなく、

活動発表の場として活用できる

施設もあります。

（全館共通設備）

WC

（全センター共通設備）

市民活動の場は

市内にたくさんあります！


