
地域デビューお役立ちシート
～地域デビューにトライ！～

①市民活動支援センター
（℡：042-443-1220）

市民活動支援センターは，ボランティア，市民活
動を総合的に支援する拠点です。
コーディネーターが専門知識を活かして，疑問や

悩み，相談に応じます。

②(公財)調布市文化・コミュニティ振興財団
（℡：042-441-6039）

調布市文化会館たづくり，調布市グリーンホール，
せんがわ劇場を拠点として，公演，講座，ワーク
ショップをはじめ，さまざまな芸術・文化イベント
を開催しています。

③(公社)調布市体育協会
（℡：042-481-6221）

調布市における体育・スポーツを振興し，市民の
健康増進及び体力向上を目的に総合体育館をはじめ，
市内公共施設等でスポーツ教室等，幅広い年齢層の
方が参加できる事業を実施しています。

④高齢者支援室
（℡：042-481-7150）

高齢者の福祉サービスについての総合相談窓口で
す。主に介護保険・福祉サービスの利用や，介護の
方法に関すること，保健福祉サービスのご紹介，そ
の他高齢者の福祉に関するご相談を受け付けていま
す。

⑤NPO法人調和SHC倶楽部
（℡：042-498-8828）

老若男女が気軽にスポーツを楽しんだり文化的な
趣味を増やし楽しめるような，機会と場所を提供し
ています。

⑥調布市国際交流協会（CIFA）
（℡：042-441-6195）

外国人（成人，小中学生，子育て中の親）日本語
学習の支援，通訳・翻訳，また文化紹介などを通し
て外国の方と交流するイベントを企画，運営するボ
ランティアを実施しています。

⑦生涯学習情報コーナー
（℡：042-441-6155）

生涯学習まちづくり推進員によるサークル活動や
学び，趣味に関する個別相談を行っています。

⑧地域支え合い推進員
（℡：042-481-7693）

地域の中で安心・安全に暮らしていけるよう，お
住いの地域の中で，介護予防や交流を目的とした活
動を「見つけたい」「手伝いたい」「立ち上げた
い」といった時にご相談ください。

地域に飛び出すきっかけを探したい シート１にトライ！

地域の○○をしたい シート２にトライ！

健康・元気を維持したい シート３にトライ！

～あなたに合った３つの選択～

地域に飛び出すきっかけを探したい

地域活動を
探したい

健康維持
活動を
探したい

芸術・文化
イベントを
探したい

多世代で
できることを
探したい

何が出来るか
相談したい

外国人との
交流を
探したい

シート１

※詳細は，各問い合わせ先にご確認ください。



⑨地区協議会
（℡：042-481-7036）
概ね小学校区を一つの地区とし，

地域住民や自治会・ＰＴＡ等学校団
体・消防団・民生委員などが連携・
協力し，安全・安心なまちづくりな
ど地域の課題を解決するために自主
的に活動するネットワーク組織です。

⑩自治会
（℡：042-481-7036）

自治会は，地域住民の皆さんが自
主的に結成した団体です。お互いの
協力のもと，防災訓練や防犯パト
ロールなどの活動を行っています。

⑪小地域交流事業
（℡：042-481-7693）

市内１３か所で，世代間交流活動
を目的に実施している事業の実行委
員や当日のスタッフとして活動して
います。

⑫ボランティアコーナー
(市内６か所 問い合わせ一覧参照)
地域に密着したボランティアのサ

ポートを行い，地域の課題解決に向
けて主体的な取組を支援するほか，
地域の人材発掘や育成に取組みます。

⑬ひだまりサロン
（℡：042-481-7693）

住民の主体的・積極的な仲間づく
りや見守り，助け合いのための活動
を，各サロンのスタッフとして支え
ています。

⑭老人クラブ
（℡：042-481-7693）

概ね６０歳以上の方々が，ボラン
ティア・生きがい・健康増進などの
活動を行う団体です｡

⑮調布市郷土芸能祭ばやし保存会

(℡：042-481-7656)
調布市無形民俗文化財の祭ばやし

について，伝統芸能の保存と後継者
育成を目的とした会です。市内各地
域で11チームが活動しています。

⑯花いっぱい運動
（℡：042-481-7083）

市民で構成された２人以上のグ
ループで公共の場所に花を植える際，
その費用の一部を助成します。

⑰ふれあいのみちづくり事業
（℡：042-481-7725）

５名以上のグループによる地域の
道路（調布市管理道路）の清掃・美
化活動を支援します。

⑱高齢者会食調理ボランティア
（℡：042-481-7693）

市内１０か所の地域福祉センター
にて，７０歳以上のひとり暮らし高
齢者を対象に，手作り昼食を提供す
る活動です。

⑲いきいきクラブ調理ボランティア

（℡：042-481-7660）
総合福祉センター３階にある介護

保険デイサービス「アイビー」にて，
手作り昼食を提供する活動です。

⑳保育園内用務
（℡：042-481-7133）

市内の保育園にて，主に草刈り，
清掃，片づけなどをお手伝いいただ
くボランティアです。

㉑せんがわ劇場市民サポーター
（℡：03-3300-0611）

せんがわ劇場にて，公演当日の受
付や会場案内などの他に劇場の飾り
付けや美化活動などを行います。

㉒武者小路実篤記念館ボランティア

(℡：03-3326-0648)
実篤公園（旧実篤邸を含む）にて，

説明案内やイベントのサポート，グ
リーンカーテンづくり，旧実篤邸清
掃，他館から送られてくる図録の書
誌情報のパソコン入力作業などをし
ます。別途，養成講座があります。

㉓「遊ｉｎｇ」「杉の木青年教室」
ボランティア

(℡：042-481-7488)
知的障害児・者を対象にスポーツ

や工作，料理などのレクリエーショ
ン活動をしており，参加者の見守り
や活動をサポートしていただくボラ
ンティアです。

㉔スポーツボランティア
（℡：042-481-6221）

１８歳以上の方で，スポーツ活動，
地域活動等に対して関心及び意欲が
ある方にスポーツ事業の運営補助活
動，事業への参加者に対するサービ
ス活動等の協力をいただくスポーツボ
ランティア登録制度を行っています。

㉕見守りサポーター
（℡：042-481-7150）

“ソフトな見守り，ゆるやかな働
きかけ”をモットーに，地域の
ちょっとした高齢者等の異変に気付
いた時に，地域包括支援センターに
情報提供します。

㉖ちょこっとさん(ゆうあい福祉公社)

（℡：042-481-7711）
６５歳以上のひとりぐらし又は高

齢者世帯の方を対象に電球の取替え
や物の上げ下ろしといったちょっと
した作業を，地域のボランティアが
お手伝いします。

㉗協力員活動（ゆうあい福祉公社）

（℡：042-481-7711）
高齢や障害、疾病などで、家事支援や
食事の配達（・調理）などを「必要とする
方（利用会員）」に対して、有償で支援
する活動です。

㉘調布市シルバー人材センター
（℡：042-487-9375）

市内在住の健康で働く意欲のある
６０歳以上の方が，身近な地域で働
くことを通じて，生活の充実を図る
とともに活力ある地域社会づくりに
貢献します。

地域の○○をしたい

地域の助けに
なりたい

地域の中で
活動したい

地域のことを
考えたい

ボランティア
仕事・

有償ボランティア

シート２

※詳細は，各問い合わせ先にご確認ください。



※各事業についての問い合わせは■(公社)調布市体育協会
■高齢者支援室にお問い合わせください。

※㊱～㊷は，６５歳以上の方が対象となります。

℡：042-481-6221
調布市における体育・ス

ポーツを振興し，市民の健
康増進及び体力向上を目的
に総合体育館をはじめ，市
内公共施設等でスポーツ教
室等，幅広い年齢層の方が
参加できる事業を実施して
います。

㉙リフレッシュ体操スクール
（事前申込／募集 年３期，
１期10～15回程度）

日ごろ運動する機会が少
ない方を対象に，市内公共
施設等で実施している運動
習慣のきっかけをつくるた
めの教室です。５段階の運
動強度を目安に自身にあっ
た内容を選択し，健康管理
にご活用ください。

㉚チェアルーシーダットン
（事前申込／金曜日 15時
～16時）

運動初心者の方，体力に
自信のない方でも安心な椅
子に座ったままで行うタイ
式ヨガ教室です。

㉛
（当日受付／木曜日 13時
～14時30分）

イスに座ったままでき
る運動を主とし，リハビ
リ中の方や下半身の筋力
の衰えを感じている方の
ためのトレーニングです。

㉜水中ウォーキング
（当日受付／月・水・木曜
日 9時20分～9時50分）

水の浮力・水圧・抵抗を
利用した水中でのウォーキ
ング教室です。体力に自信
のない方も参加できます。

㉝水中運動
（当日受付／水曜日 14時
～15時）

水の特性を利用した
ウォーキングや筋力トレー
ニングです。泳げない方で
も参加できます。

㉞チェアエクササイズ
（当日受付／水曜日 12時
15分～13時30分）

イスに座ったままできる
健康体操です。運動初心者
の方，体力に自信のない方
でも安心してご参加いただ
けます。

㉟パーソナルトレーニング
（事前申込／月曜日）

利用者の要望に合わせ
た運動相談，指導を行い
ます。トレーニングから
コンディショニングまで
幅広く実施いたします。

■高齢者支援室
℡：042-481-7150
高齢者の福祉サービスに

ついての総合相談窓口です。
主に介護保険・福祉サービ
スの利用，介護の方法，保
健福祉サービスのご紹介，
その他高齢者の福祉に関す
るご相談を受け付けてます。

㊱簡単！１０の
筋力トレーニング

日常の動作に応じた筋肉
を鍛える１０種類の筋力ト
レーニングです。ご自分で
調整しながら行えるので，
元気な人も体力に自信のな
い人も，講師のいない中で
も，仲間同士で取り組めま
す。

㊲知って活かそう
介護予防教室

（対象：６５歳以上の方で，
介護予防に関心のある方）

運動を中心としつつ，栄
養・口腔・認知症に関する
介護予防の講話を行う教室
です。

㊳ステップアップ教室
（対象：「知って活かそ
う介護予防」の卒後者）

自分にあった介護予防
の取組みを地域の中に見
つけ，参加開始するまで
に一時的に通う場として
頭と体を使った体操等を
行う教室です。

㊴介護予防講演会
介護予防について幅広く

理解を深め，自らが自宅で
取り組めるよう学ぶ講演会
です。年２回程度実施。

㊵６５歳からの
健康づくり健診

将来の自分に向けて，今
の健康を保てるように，生
活習慣に関する１８項目の
問診と体力測定を行います。
年２回実施。

㊶からだと用具の
総合相談室

つえ，歩行器などの福祉
用具の活用などについて，
リハビリの専門職の理学療
法士が個別にアドバイスを
行います。

㊷介護予防訪問指導
介護予防事業へ参加し

たいけれど参加できない
方やそのほか閉じこもり
予防目的で，看護師が訪
問しご本人やご家族に対
する相談・指導を行う事
業です。

健康・元気を維持したい

体力測定を
したい

相談したい
介護予防
講座

転倒予防のための体操■(公社)調布市体育協会

シート３

体育協会が
開催の講座
(総合体育館)

体育協会が
開催の講座
(市内公共施設等)



項目 所管課 又は 施設名 電話番号 ＦＡＸ番号

① 市民活動支援センター 同左 ０４２－４４３－１２２０ ０４２－４４３－１２２１

② （公財）調布市文化・コミュニティ振興財団 同左 ０４２－４４１－６０３９ ０４２－４４１－６１６０

③ （公社）調布市体育協会 同左 ０４２－４８１－６２２１ ０４２－４８１－６２２６

④ 高齢者支援室 高齢者支援室 ０４２－４８１－７１５０ ０４２－４８１－４２８８

⑤ ＮＰＯ法人調和ＳＨＣ倶楽部 同左 ０４２－４９８－８８２８ ０４２－４４４－３０１８

⑥ 調布市国際交流協会（ＣＩＦＡ） 同左 ０４２－４４１－６１９５ ０４２－４４１－６１９４

⑦ 生涯学習情報コーナー 同左 ０４２－４４１－６１５５ ０４２－４４１－６１１５

⑧ 地域支え合い推進員 調布市社会福祉協議会 ０４２－４８１－７６９３ ０４２－４８１－５１１５

⑨
⑩

地区協議会
自治会

協働推進課 ０４２－４８１－７０３６ ０４２－４８１－６８８１

⑪ 小地域交流事業 調布市社会福祉協議会 ０４２－４８１－７６９３ ０４２－４８１－５１１５

⑫ ボランティアコーナー
小島町コーナー：
菊野台コーナー：
富士見コーナー：
染 地コーナー：
緑ヶ丘コーナー：
西 部コーナー：

調布市総合福祉センター
菊野台地域福祉センター
富士見地域福祉センター
染地地域福祉センター
緑ヶ丘地域福祉センター
西部地域福祉センター

０４２－４８１－７６９５
０４２－４８１－６５００
０４２－４８１－８７１９
０４２－４８１－３７９０
０３－３３２６－４０８８
０４２－４２６－４３３５

０４２－４８１－６６１１
０４２－４８１－６５００
０４２－４８１－８７１９
０４２－４８１－３７９０
０３－３３２６－４０８８
０４２－４２６－４３３５

⑬
⑭

ひだまりサロン
老人クラブ

調布市社会福祉協議会 ０４２－４８１－７６９３ ０４２－４８１－５１１５

⑮ 調布市郷土芸能祭ばやし保存会 郷土博物館 ０４２－４８１－７６５６ ０４２－４８１－７６５５

⑯ 花いっぱい運動 緑と公園課 ０４２－４８１－７０８３ ０４２－４８１－７５５０

⑰ ふれあいのみちづくり事業 道路管理課 ０４２－４８１－７７２５ ０４２－４８１－６８００

⑱ 高齢者会食調理ボランティア 調布市社会福祉協議会 ０４２－４８１－７６９３ ０４２－４８１－５１１５

⑲ いきいきクラブ調理ボランティア 調布市社会福祉協議会 ０４２－４８１－７６６０ ０４２－４５２－８８８３

⑳ 保育園内用務 保育課 ０４２－４８１－７１３３ ０４２－４９９－６１０１

㉑ せんがわ劇場市民サポーター せんがわ劇場 ０３－３３００－０６１１ ０３－３３００－０６１４

㉒ 武者小路実篤記念館ボランティア 調布市武者小路実篤記念館 ０３－３３２６－０６４８ ０３－３３２６－１３３０

㉓ 「遊ing」「杉の木青年教室」ボランティア 社会教育課 ０４２－４８１－７４８８ ０４２－４８１－７７３９

㉔ スポーツボランティア (公社)調布市体育協会 ０４２－４８１－６２２１ ０４２－４８１－６２２６

㉕ 見守りサポーター 高齢者支援室 ０４２－４８１－７１５０ ０４２－４８１－４２８８

㉖
㉗

ちょこっとさん（ゆうあい福祉公社）
協力員活動（ゆうあい福祉公社）

(公財)調布ゆうあい福祉公社 ０４２－４８１－７７１１ ０４２－４８３－４３７８

㉘ 調布市シルバー人材センター 同左 ０４２－４８７－９３７５ ０４２－４８４－７１４３

㉙
㉚
㉛
㉜
㉝
㉞
㉟

リフレッシュ体操スクール
チェアルーシーダットン
転倒予防のための体操
水中ウォーキング
水中運動
チェアエクササイズ
パーソナルトレーニング

(公社)調布市体育協会 ０４２－４８１－６２２１ ０４２－４８１－６２２６

㊱
㊲
㊳
㊴
㊵
㊶
㊷

簡単！１０の筋力トレーニング
知って活かそう介護予防教室
ステップアップ教室
介護予防講演会
６５歳からの健康づくり健診
からだと用具の総合相談室
介護予防訪問指導

高齢者支援室 ０４２－４８１－７１５０ ０４２－４８１－４２８８

お問い合わせ先：調布市福祉健康部高齢者支援室 地域包括ケア推進係（電話番号：042-481-7150，ＦＡＸ番号：042-481-4288）

～各項目の問い合わせ一覧～


