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広 報 紙 16号

　高齢者とご家族のための総
合相談窓口です。介護予防を
はじめ様々なサービスの利用
や、虐待の早期発見・防止な
ど、高齢者に関する総合的な
相談をお受けします。

地域包括支援センター

裏面の
マップで
ご確認
下さい

グループホーム
さくらさくら

ほのか

木下の介護グループホーム調布（家族会あり）

こぶしの花深大寺（家族会あり）

ゆらく

ドリームライフ（家族会あり）

愛の家グループホーム調布国領町

至誠ホーム調布若葉ケアセンターグループホーム

たのしい家調布下石原

布田３－２５－４ ☎042－４４３－０４１０

深大寺東町３－３２－５ ☎042－４８５－８１１８

柴崎２－３１－１ ☎042－４４３－８１２１

深大寺東町１－９－４ ☎042－４８８－２７２０

布田６－５１－１ ☎042－４４２－９１５３

東つつじケ丘2－27－5 ☎０３－３３０５－３７００

国領町７－５７－１ ☎042－４４３－７２７０
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地域密着型サービス

若葉町３－１－５  ☎０３－３３２６－６００１

下石原2－54－1  ☎042－490－9021

認知症デイサービス

小規模多機能型居宅介護

小規模特養

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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看護小規模多機能型居宅介護 

デイホーム（家族会あり）

調布八雲苑

ちょうふの里（家族会あり）

国領サービスセンター（家族会あり）

ぷちぽあん（家族会あり）

至誠ホーム調布若葉ケアセンター

八雲台１－５－５ ☎042－４８４－８５５１

西町２９０－５ ☎042－４４１－６６５１

国領町３－８－１ ☎042－４８１－７７１１

入間町３－２２－５ ☎０３－３４８３－１６８１

若葉町３－1－５ ☎０３－３326－１77１

ケアハウス絆（家族会あり）

神代の杜（家族会あり）

ケアホーム希望（のぞみ）（家族会あり）

ジャパンケア調布柴崎

  

若葉町２－２２－２コーポ鈴木２階 ☎０３－５３１4－2893

深大寺北町３－３１－１☎042－４９０－１２００

西つつじケ丘２－１９－６ 第３コーポ横田１階 ☎０３－５３１５－５７２２

柴崎1－15－6 ☎042－443－0616

※地域密着型通所介護へ移行した事業所を除く。地域密着型通所介護の
　事業所一覧については、調布市のホームページをご覧ください。

（家族会あり）

地域でケアラー（介護者）が交流できる場や
当事者の居場所となるコミュニティカフェの
開設支援を行います。

　高齢や障害などで、家事サービス（掃除等）や食事サービス
（調理・配達等）を必要とする方々が住みなれた地域で安心し
て暮らせるよう有償ボランティアでお手伝いをする住民参加
型の活動です。資格・経験不問で、学生・主婦・シニアなど様々
な方が活躍されています。
　活動できる時間・得意な活動内容を登録して活躍してみま
せんか。
■日　　9月7日(金)10:00～１２:00
　９月２０日(木)19:00～20:30
■所■申■問（公財）調布ゆうあい福祉公社（国領町３－８－１）
　　　　　　　　　　　　　　　　☎042－４８１－７７１１
※要事前連絡。上記の日時で参加できない場合は、個別に行い
　ます。ご連絡ください。

「調布市認知症高齢者等を介護する
ケアラー（介護者）のための支援マッ
プ」を作成しました。（中面参照）

毎月、認知症の当事者等だれでも参
加できる「だれでもカフェ（認知症カ
フェ）」を開催しています。（中面参照）1 2 3

4

※ケアラー（介護者）とは、高齢者や子
どもなどの看病・療育・世話・こころや
体に不調のある家族への気づかい
など、ケアの必要な家族を無償でケ
アをする担い手を指します。

　元気な時からゆうあいとの絆でつながる「おたがいさま」の地域の輪
　

困ったときはゆうあいへ、
困ってなくてもゆうあいへ

■日→日時　■程→日程　■所→会場・場所　■対→対象　■内→内容　 ■講→講師　■定→定員　■費→費用　■申→申込み　■主→主催　■問→問い合わせ　■HP→ホームページ　■協→協力　■後→後援凡例

ケアラー
支援マップ
認知症高齢者等を

介護する
調布市

困ったときはゆうあいへ、
困ってなくてもゆうあいへ

認知症当事者とそのご家族の方、子育てと介護のダブルケアに直面している方、
これから介護をはじめる方が、ひとりで介護を抱え込まないために、

調布市内には「ホッとできる、認知症等の当事者と、ケアラー（介護者）のための集い場」があります。

※

地域でボランティアを始めてみませんか？
～協力会員募集説明会～

（１）介護職員初任者研修
■日　　８月２９日（水）～１１月１６日（金）のうち２６日間（実習２日間含む）
■内 介護の入門資格。基本的な介護の知識や技術を学びます。全課程履修者は
東京都指定の修了証明書が取得できます。 
■対次の①～④すべてに該当する方
①調布市内在住または在勤の方②市内で介護職員として従事することを希望
する方、または従事することが確定している方、もしくはすでに従事している方
③全日程出席できる方④当該事業に定める学則に同意できる方（福祉人材育
成センターＨＰで閲覧可） 
■費受講料１０，０００円＋テキスト代６，４８０円
■申　　・■問：調布市福祉人材育成センター　☎０４２－４５２－８１８０

（２）第2回　道に迷ったお年よりをみんなで守ろう！in上ノ原
■日　　９月１日（土）１３：３０～１６：３０　■内 前半：認知症サポーター養成講座
　後半：認知症の人を見守る「あんしん声かけ訓練」
■所上ノ原小学校　■費無料　■対市内在住・在勤・在学の方　■後調布市
■問西田医院　庄司　☎０４２－４８３－１３５０

（３）「親を介護しているケアラーのつどい」
■日　　９月８日（土）１３：３０～１６：００
■所  調布市総合福祉センター　２階　２０３会議室
■対現在親を介護中の方（同居・近居・遠距離・在宅・入居等問いません）
■費無料　■申不要　出入り自由
■協調布市社会福祉協議会　■後調布市
■問長岡☎０４２‐４８６‐５７２３　白鳥　☎０９０－３０８７－８８０８

（４）介護予防講演会「認知症の口を支える視点」
■日　　９月12日（水）１９：００～２１：００ 
■所調布市文化会館たづくり　8階映像シアター　
■対歯科医師、歯科衛生士、ケアマネジャー、介護に従事する職員　■費無料
■問（一社）調布市歯科医師会　☎０４２－４８５－４８９２

（５）映画「ゆめのほとり」上映会
■日　　10月７日（日）１0：３０～１3：００ 
■所調布市文化会館たづくり　大会議場
■内北海道の認知症グループホーム「福寿荘」の日常を淡々とカメラで追うこと
で、認知症、ケア等について見る者に訴えかけるドキュメンタリー作品。
伊勢真一監督トーク、グループトーク（予定）
■対市民　■費1,000円　■問西田医院　庄司　☎０４２－４８３－１３５０

（６）認知症サポーター養成講座
■日　　９月２９日（土）１４：００～１５：３０ 
■所小島町ふれあいの家
■内認知症サポーター養成講座、地域見守り訓練の告知
■費無料　■申当日直接会場へ　■対市内在住・在勤・在学の方
■問地域包括支援センターせいじゅ　☎０４２－４８３－１３５８

（７）医療介護勉強会
■日年２回　不定期開催　１８：３０～２０：３０
■所調布東山病院　７階　職員食堂　■内講演、事例発表、グループワーク 
■対調布市のケアマネジャー、医療職、介護職 　■費無料
■問調布東山病院在宅センター　光永　☎０４２－４８１－５６２６

　元気な時からゆうあいとの絆でつながる「おたがいさま」の地域の輪
　

名　称 住所・電話番号 担当地域

深大寺北町4-17-7

西町290-5

上石原3-54-2

下石原3-44-1

八雲台1-22-1 1階

菊野台1-52-4 1階

国領町8-2-65

国領町3-8-1

東つつじケ丘1-5-2

若葉町2-22-2　1階

☎042-441-5763

☎042-441-6655

☎042-483-1358

☎042-484-2285

☎042-484-8011

☎042-488-1300

☎050-5540-0860

☎042-481-4973

☎03-5315-5400

☎03-5314-0030

はなみずき
ちょうふの里
せいじゅ
ちょうふ花園
調布八雲苑
至誠しばさき
ときわぎ国領
ゆうあい
つつじケ丘
仙川
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深大寺東町1・4～8丁目深大寺北町　深大寺元町

上石原1丁目　下石原1丁目富士見町　飛田給1丁目　西町　野水

飛田給2・3丁目　上石原2・3丁目　多摩川　染地1丁目

下石原2・3丁目　小島町2・3丁目　布田3～6丁目

小島町1丁目　布田1・2丁目　八雲台　調布ケ丘　

佐須町3丁目佐須町1・2・4・5丁目　菊野台1丁目　柴崎　　

染地2・3丁目　国領町7・8丁目（ただし、8丁目1・4番地を除く）

国領町1～6丁目　国領町8丁目1・4番地　菊野台2・3丁目

東つつじケ丘　西つつじケ丘　入間町2・3丁目

仙川町　緑ケ丘　若葉町　入間町1丁目

深大寺南町　深大寺東町2・3丁目

研修・催し物等のご案内

　伝えにくいことを伝えなければならないとき、あなたならどうしま
すか？自分の気持ちを上手に伝える方法を講義とロールプレイで学
びます。
■日　　９月２８日（金）　13:00～１４:３０
■対　　市民
■講　　清水　有香氏（ＳＳＴ普及協会認定講師）
■定　　５０名
■費　　無料
■所　　調布市市民プラザあくろす　ホール１（国領町２－５－15）
■申■問（公財）調布ゆうあい福祉公社　☎042-481-7711

コミュニケーションスキルアップ講習
調布ゆうあい福祉公社　ちょこっとさん
登録ボランティア・協力会員研修会公開講座　
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深大寺こもれび深大寺こもれび

調布ケアラーの会
クローバー

調布ケアラーの会
クローバー

しばさき
オレンジカフェ

メイプルカフェ

花カフェ

しばさき
オレンジカフェ

だれでもカフェ
「ぷちカフェ」

だれでもカフェ
「こくりょう」 だれでもカフェ

「ぷちぽあん」

だれでもカフェ
「こくりょう」

メイプルカフェ

花カフェ

つどい場カフェつどい場カフェ

仙川オレンジ
カフェ

仙川オレンジ
カフェ

介護者の集い介護者の集い
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はなみずきはなみずき

せいじゅせいじゅ
ちょうふ花園ちょうふ花園

市役所市役所 社会福祉協議会社会福祉協議会
医師会医師会

歯科医師会歯科医師会
薬剤師会

ちょうふ
在宅医療相談室
ちょうふ
在宅医療相談室

ゆうあいゆうあいゆうあいゆうあい

つつじヶ丘つつじヶ丘

仙川

ときわぎ
国領
ときわぎ
国領

至誠
しばさき
至誠
しばさき

ちょうふの里ちょうふの里

ちょうふの里ちょうふの里

神代の杜神代の杜

調布八雲苑調布八雲苑

調布八雲苑調布八雲苑
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8・14

さくらさくら

ゆらく

こぶしの花
深大寺

木下の介護
グループホーム調布

ドリーム
ライフ

愛の家グループホーム
調布国領町

ほのか

さくらさくら

たのしい家調布
下石原

たのしい家調布
下石原

ゆらく

こぶしの花
深大寺

木下の介護
グループホーム調布

ケアハウス絆

ぷちぽあん

ケアハウス絆

ケアホーム
希望（のぞみ）
ケアホーム
希望（のぞみ）

ぷちぽあん

ドリーム
ライフ

愛の家グループホーム
調布国領町

国領サービスセンター国領サービスセンター

ジャパンケア
調布柴崎
ジャパンケア
調布柴崎

ほのか

至誠ホーム
調布若葉
ケアセンター

地域交流カフェ
「ときわぎCafe Green」
地域交流カフェ
「ときわぎCafe Green」

至誠ホーム
調布若葉
ケアセンター

地域包括支援センター
担当地区境界線

地域包括支援センター

（平成30年8月1日 第7版）

健康についてお話されたい方やそのご家族が、お
茶を飲みながら、病院スタッフや参加者の皆さんと
楽しくおしゃべりするつどいの場です。
　年２回　土曜日　９：３０～１１：３０
　会場：調布東山病院　７階　職員食堂
　住所：調布市小島町２－３２－２７　☎０４２－４８１－５６２６

　年6回　土曜日
　会場：ケアハウス絆
　住所：若葉町２－22－２　コーポ鈴木2階
　☎０3－5314－2893（ケアハウス絆）

※は「調布市社会福祉協議会ひだまりサロン事業」です。

ケアラー(介護者）を支えるグループ等

上石原3－33－17
病院代表　☎042－483－1355
疾患医療センター直通　
☎042－483－1399
9：00～17：00
（土・日曜日、祝日を除く）
※地域連携型認知症疾患医療セ
ンターの指定を受けている医療
機関です。

地域連携型認知症疾患
医療センター 
青木病院

高齢者の福祉、
ケアラー（介護者）の相談窓口
市役所
福祉健康部高齢者支援室 高齢福祉担当 ☎042－４８１－７１５０

公益社団法人 調布市医師会
小島町３－６８－９ 調布市医師会館 ☎０４２－４８３－８６４８
認知症等診療に対応する医療機関を必要に応じて紹介します。
認知症についての出前講座も可能ですのでお申し込みください。

ちょうふ在宅医療相談室
小島町３－６８－９ 調布市医師会館 ☎042－４８０－２７５１
病院からの退院を前に、あるいは通院が困難になった際に、
訪問診療（往診）のできる医療機関を紹介します。

一般社団法人 調布市歯科医師会
小島町1－12－7 小笠原ビル3階 ☎042－４８5－4892
在宅、施設での歯科治療、口腔ケアの質問・依頼がございましたら、
当歯科医師会までご連絡下さい。

一般社団法人 調布市薬剤師会
小島町1－11－30アリエル107号 ☎042－499－3472
お薬で困った際に薬剤師が在宅訪問のできる薬局を紹介します。

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会
小島町2－47－1総合福祉センター ☎042－４８１－７693

公益財団法人 調布ゆうあい福祉公社
国領町３－８－１ ☎042－４８１－７７１１

調布市では、「認知症ガイドブック」を作成・配布しています。

調布認知症
支えあう輪
調布認知症
支えあう輪

どなたでもご利用できるカフェです。エスプレッソ
マシーンのおいしいコーヒーなど、素敵なカップで
どうぞ（100円）。水曜日は焼き立てのパンが来ま
すので、ランチも召し上がれます。
　毎週水曜日　12：00～15：00(カフェ）
　　　金曜日　10：00～16：00(カフェ）
　会場：特別養護老人ホームちょうふ花園1階
　住所：下石原3－44－1
　総合福祉センター横から、調布病院行無料バス有
　☎042－484－2002（花カフェ担当）

認知症を不安に思っている方、認知症の介護で
困っている方、地域で認知症の方を心配してくだ
さっている方々と語り合う時間を持っています。一
人で悩んでいないで、お茶や珈琲を飲みながら、皆
でお話しませんか？時には勉強もしたいと思ってい
ます。
　月1回　会費：100円
　会場：緑ヶ丘地域福祉センター
　☎03－5314－0030
　（地域包括支援センター仙川）

若年性認知症の方などの
当事者、ご家族、専門職だれも
が交流できるカフェです。
（1）だれでもカフェこくりょう
　毎月第4日曜日
　12:00～15:00　会費：100円
※13：00から男性介護者のつどい「縄のれんの　
　会」を開催。
　会場：調布ゆうあい福祉公社　
　住所：国領町3－8－1
（2）だれでもカフェぷちぽあん
　不定期　12:00～15:00　会費：100円
　会場：認知症デイサービス　ぷちぽあん
　住所：入間町3－22－5
（1）（2）とも☎042－481－7711
　（調布ゆうあい福祉公社カフェ担当）

もの忘れでお困りの方とそのご家族にお集まりい
ただき、日頃の悩みなどなんでも話し合える“お茶
飲み会”を開催しています。お気軽にご参加くださ
い。
　毎月第3日曜日　13：00～15：00　会費：100円
　会場：都営柴崎1丁目アパート集会場　
　住所：柴崎1－7－1
　☎042－483－1350（西田医院）

「認知症になってもいきいきと暮らせるまち」を目
指して活動している調布市内の自主グループです。
認知症の隣人のために、自分が認知症になったとき
のために、私たちにできることについて考え実行し
ましょう。どなたでもお気軽にご参加ください。
月１回　調布市市民プラザあくろす等
☎042－483－1350（西田医院）

地域包括支援センターはなみずきで相談を受けた
ご家族を中心に行っています。介護をする方が話し
たいことを自然に話し合える場です。毎回、介護の
コツやご家族に参考になる情報提供をしています。
　対象者：ご家族を介護されている方
　会場：地域包括支援センターはなみずき　
　住所：深大寺北町４－17－7
　☎042－441－5763
（地域包括支援センターはなみずき）

（1）こもれびサロン：介護者同士が気兼ねなくお
　しゃべりや情報交換をすることで、息抜きのでき
　る支え合いの「場」です。　
　毎月第2・4土曜日　11：00～16：00
　毎月第2月曜日　13：00～16：00
（2）ワンコイン カフェ：認知症の方も気楽に、美味
　しい珈琲（100 円）を楽しめます。
　毎月第1・3木曜日　13：00～15：30
（3）地域活動へ「場所」を提供します。
　会場：いずれも「深大寺こもれび」
　住所：深大寺東町1－9－4
　☎090－7180－0337（中山）

介護者と介護を考えるつどいの場です。同じ思いを
抱えながら、その思いを話してみると、少しだけ気
持ちが軽くなったり、一人じゃないと思えたり。経験
者の方や専門職の方を交えての茶話会もあります。
　毎月第3月曜日　13：30～15：30
　会場：あきらさん家　住所：緑ケ丘2－51－55
　☎042－481－7693
（社会福祉協議会ひだまりサロン担当）

介護を担うもの同士、ご自身の思いを気兼ねなく
話せる場です。話しを聞くだけでも少しほっとした
り、介護のヒントがもらえたり、介護情報・生活情
報が行き交う場です。参加できる時にどうぞ。
　毎月第3木曜日　13：00～15：00
　会場：市民プラザあくろす内会議室  
　住所：国領町2－5－15　コクティー3階
　☎042－481－7693
　（社会福祉協議会ひだまりサロン担当）

「つなげよう　介護者の声」をスローガンに、シン
ポジウムや介護者の集いを企画。家族介護者支援
グループが増えネットワーク化することを目指して
います。新たに家族介護者支援グループをつくり
たい方のお手伝いをいたします。　　　
　　☎090－3087－8808（白鳥）　　

介護をしている方、介護が必要な方など孤立しが
ちな方々の集いの場です。調布駅から徒歩１分の
便利な場所です。お茶菓子を用意してお待ちして
います。
　毎月第２水曜日、第４水曜日　14：00～16：30　
　会費：100円　
　会場：メドウィン調布1階　
　住所：布田４－３－５　☎042－481－7693
（社会福祉協議会ひだまりサロン担当）

❻メイプルカフェ※

❽しばさきオレンジカフェ

高齢者の方やその家族が暮らしへのヒントを学
び、お茶を飲みながら情報交換やお話ができる場
所です。どなたもお気軽に参加できます。
 　奇数月第4金曜日　１３：３０～１５：３０
　会場：総合福祉施設ときわぎ国領　
　住所：国領町８－２－６５　☎050－5540－0860
　（地域包括支援センターときわぎ国領）

●仙川オレンジカフェ

●花カフェ※

❼だれでもカフェ

❹調布ケアラーの会 クローバー※

❷ボランティアグループ 「深大寺こもれび」

❸つどい場カフェ※

❶介護者の集い　不定期開催

❺調布介護者支援ネットワーク
不定期開催　地図表記なし　

（旧　調布介護者の会クローバー）

❾調布認知症支えあう輪
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●地域交流カフェ ときわぎＣａｆｅ Ｇｒｅｅｎ12

ケアラー支援マップ

認知症高齢者等を介護する

調布市

調布認知症
支えあう輪

仙川仙川

※

●つなぐカフェ13

●絆家族会14

つなぐカフェつなぐカフェ
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