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第25回  福祉講演会

ボランティア募集 協力会員 説明会＆基礎研修会 開催

第25回  福祉講演会

増田 太郎 講演LIVE
心の握手～支えあえる地域を目指して～
「いま、この瞬間を共に生きている」

音楽を通して、
わかちあえる特別な時間を
お過ごしください。

ヴァイオリニスト。5歳よりヴァイオリンを始め、20歳で視力を
失うが《ヴァイオリンを弾きながら歌う》独自のスタイルとその
生命力あふれる演奏が話題に。東日本大震災後に発表した楽
曲《希望の景色》やテレビ東京系《美の巨人たち》エンディン
グなどを手掛け《スポーツ祭東京2013》開会式で演奏。コン
サートに加え、音楽と講演の融合《講演LIVE》が大好評。

●出演：ヴァイオリニスト

 増田 太郎 氏
●入場：無料　申込順
　　　　定員230名
　＊視覚障害のある方はお申し出ください。
　＊手話通訳があります。
●申込方法：電話またはFAX、E-mailでお申込ください。
　　　　　　公益財団法人　調布ゆうあい福祉公社
　　　　　　TEL：042-481-7711
　　　　　　FAX：042-483-4378
　　　　　　E-mail：jusan@chofu-yu-ai.or.jp

主催：公益財団法人　調布ゆうあい福祉公社　　共催：国際ソロプチミスト東京－調布
後援：調布市、調布市医師会、調布市自治会連合協議会、調布市老人クラブ連合会
　　　調布市民生児童委員協議会、調布市社会福祉協議会、多摩南部成年後見センター
　　　調布市障害者（児）団体連合会

2015 13：30～
15：00
（13：00開場）1.31

調布市グリーンホ－ル
 小ホール

市民相互の助け合いと自立支援のための質の高いサービスの提供を通じ
て、あたたかい地域づくりを目指し、様々な在宅サービス事業を行っています。住み慣れた地域で安心して生活をつづけられ
るようサポートし、利用者の尊厳を守り、その人らしい生活を支援します。　　（公社の事業については中面をご覧ください。）

日時：12月18日（木）、１月20日（火）午前10時～12時
場所：調布ゆうあい福祉公社
資格：心身ともに健康な18歳以上の方（専門資格は不要）
申込：042－481－7711　◎月１回から活動も可能です

※詳しくは裏面をご覧ください

～空いている時間に、ボランティアをしてみませんか～

一年かけて育てる「皇帝ダリア」
グリーンクラブで育てた
花「バラ」と「ひまわり」

調布市国領高齢者在宅サービスセンター
国領町3-8-1 ☎042-481-7711
入間町地域密着型デイサービス「ぷちぽあん」
入間町3-22-5　☎03-3483-1681

　高齢や障害などにより家事援助
や食事の配達などを「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。協力会員とし
て登録するための基礎研修会を
開催します。

　朝のウェルカムドリンクの準備や片付け、ま
た午後のひとときにお話し相手や陶芸・カラオ
ケのレクリエーションの補
助などを行って下さるボラ
ンティアを募集しています。

ボランティア募集 協力会員 説明会＆基礎研修会 開催

土

増田太郎プロフィール

毎回楽しく利用者さんとお話ししながら、
活動しています。利用者さんの笑顔で長
く私はボランティアを続けられています

「活動は気負わず、楽しく」
いつも心がけているのは、相手の
方が笑顔になってもらうことです

近所のぷちぽあんでお話し
相手のボランティアを始めま
した。
皆さんの笑顔を見ると私の
方が嬉しくなります

住み慣れた地域で誰もが安心して生活をつづけるためには、
何より市民の支えあいが大切です。そのような「支えあい」
「あたたかい地域づくり」を大切にしている公社のボランティ
ア活動の一部をご紹介します。

グリーンクラブ

ゆうあいネット

デイサービスにいらっしゃる方、
ご近所の方にも「公社にいつも
花が咲いている」と好評をいた
だいています

パソコンを囲んでワイワイガヤガヤ！！
「ゆうあいネット」は介護予防の最
たるものです

デイサービス「ぷちぽあん」

食事サービスの協力会員活
動に参加することで、自分の
生活がいきいきします

手助けができること、いろ
いろな人と接することが楽
しいです

食事サービス-調理 配達 洗浄

ちょこっとさん

ホームヘルプサービス（家事援助等）



デイサービス
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住民参加型事業

ちょこっとさん

ホームヘルプサービス

食事サービス（配食）

居宅介護支援事業

調布市地域包括支援センターゆうあい

訪問介護事業

住民参加型事業

○利用時間
　午前9時～午後5時（日・祝日除く）
○利用料
　1時間800円
　時間外は1時間150円割増

お問合わせ　☎042-481-7711

◆会費◆
利用会員　月1,000円
協力会員　月100円

◆年1回まとめて◆
賛助会員：個人一口 1,000円
　　　　：団体一口 10,000円

○1食750円  ○365日／昼・夕

ちょこっとさん

「ちょこっとさん」は、身の回りのちょっとしたお困り
ごとをお手伝いをするサービスです。利用料：３００円
〈利用対象〉
・調布市内にお住まいの65才以上のひとり暮らしの
方、65才以上のみの世帯の方（応相談）

活動内容（専門性、継続性、緊急
性がなく、30分程度でできるもの）

・電球のとりかえ　・高いところからの荷物の上げ下ろしなど

　「市民相互の支え合い」を基本とした
会員制度により、在宅福祉サービス（有
料）を提供しています。協力会員（有償
ボランティア）が担い手となり、支援を
行っています。
対　象
調布市内にお住まいの概ね65歳以上の方や
心身に障害のある方、病気療養中の方やひと
り親家庭の方及び、産前産後の方。

ホームヘルプサービス
　掃除、調理、外出支
援等、自立した生活
を送るために必要な
支援を行っています。

食事サービス（配食）
　栄養のバランスを考え、
季節の旬の食材を取り入
れた手づくりの食事を配達
し、見守りを行っています。

訪
問

（
看
護
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費
支
払
い

サービス実施

金品援助

補助（支援）

協力会員 利用会員

賛助会員

支え合い支え合い

調布ゆうあい福祉公社

調布市

居宅介護支援事業
　介護支援専門員（ケアマネージャー）が
お伺いし、契約を締結した後、ご利用者や、
ご家族の立場に立った居宅サービス計画
（ケアプラン）作成を行い、介護サービス
の紹介や調整等を行います。

外観
（施設というより、家のような雰囲気です）

テラスからの風景
（新緑や紅葉を楽しむことができ、冬は
  富士山を望むことができます）

○対　象：調布市内にお住まいの認知症の診
断を受け、かつ介護保険（要支援・
要介護）認定を受けた方。（送迎範
囲がありますのでご相談ください）

○実施日：月曜日から金曜日（祝日は営業）
　　　　　（12月29日～1月3日は除く）
○食　事：昼食とおやつは栄養バランス
　　　　　のとれた手作りです。
○主なプログラム：〈午前〉体操等
 〈午後〉趣味活動等
○入　浴：ご希望の方はご相談ください。

入間町地域密着型認知症
デイサービス「ぷちぽあん」

調布市国領高齢者在宅サービスセンター 

入間町地域密着型認知症
デイサービス「ぷちぽあん」

調布市国領高齢者在宅サービスセンター 

○対　象：調布市内にお住まいの介護保険
　　　　　（要支援・要介護）認定を受けている方。
○実施日：月曜日から土曜日

○食　事：昼食とおやつは栄養バランスの
　　　　　とれた手作りです。
○主なプログラム：〈午前〉転倒予防体操
　　　　　　　　　〈午後〉趣味活動等
○季節のプログラム：初詣・新年会・お花見・

あじさい散策・夏祭
り・敬老会・作品展・忘
年会等

○入　浴：ご希望の方はご相談下さい。

介護予防通所介護、通所介護、認知症対応型通所介護

☎042-481-7711
利用・見学については
お電話にてご相談下さい。

入間町3-22-5
☎03-3483-1681

利用・見学については
お電話にてご相談下さい。

は除く

一日の流れ

①お迎え

②転倒予防体操

③昼食

④趣味生きがい活動

⑤「ありがとうございました」

調布市地域包括支援センターゆうあい

月曜日～金曜日 午前9時～午後6時まで
土曜日 午前9時～午後5時まで
日曜日・祝日 休み※時間外は携帯電話に転送されます。

☎042－481－4973
まずはお電話を！

○地域包括支援センターは、高齢者とご家族の
ための総合相談窓口です。介護保険や調布市
の制度に関するご相談をはじめ、生活の中で
お困りのことについてご相談をお受けします。

○地域包括支援センターは、調布市見守りネットワーク事
業（愛称　みまもっと）の連絡先です。あなたの周りの高
齢者の方について、心配だな…気になるなと感じたら、
お近くの地域包括支援センターまでご連絡ください。

対　象
　①介護保険対象（要支援、要介護）の方
　②障害者総合支援法対象（居宅介護、重度訪問介護）の方
利用時間　朝７：00～夜12：00

調布ゆうあい福祉公社でもご相談を承りますが、下記の窓口
でもご相談・申込ができます。
①介護保険対象者の方の相談窓口
市役所介護保険担当又はお近くの地域包括支援センター、
居宅介護支援事業所。
②障害者総合支援法対象の方の相談窓口
市役所障害福祉課（☎042－481－7094）。支給量等が決まり
ましたら、直接調布ゆうあい福祉公社へお申し込みください。

事業内容

サービスのご利用の相談・申込窓口

訪問介護事業
専門の知識、技術を持ったヘルパーがチームとな
って、あたたかく確かなサービスをお届けします。

　『仲間がいる、話し相手がいる。雑木林につつまれた
木造りのぷちぽあんで、ゆったりと楽しい一日が過ぎ
ていく』（ぷちぽあんの大切なもの）
　武蔵野の林の面影が残る自然豊かな場所で、ゆった
りと安心して過ごして頂けます。

ドッグセラピー
（月に1回、セラピー犬が遊
  びに来てくれます）

音楽療法
（月に4回、フルート演奏に合わ
  せ懐かしい歌を楽しみます）

体操風景
（午前中、全身体操で身体
  をほぐします）

 

受
付
時
間

菊野台2・3丁目
国領町1～6丁目
国領町8丁目1・4番地

担
当
地
区

お気軽にご相談ください

調布市の高齢者等を支える
調布ゆうあい福祉公社の事業
調布市の高齢者等を支える
調布ゆうあい福祉公社の事業
調布市の高齢者等を支える
調布ゆうあい福祉公社の事業

祝日



デイサービス
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住民参加型事業

ちょこっとさん

ホームヘルプサービス

食事サービス（配食）

居宅介護支援事業

調布市地域包括支援センターゆうあい

訪問介護事業

住民参加型事業

○利用時間
　午前9時～午後5時（日・祝日除く）
○利用料
　1時間800円
　時間外は1時間150円割増

お問合わせ　☎042-481-7711

◆会費◆
利用会員　月1,000円
協力会員　月100円

◆年1回まとめて◆
賛助会員：個人一口 1,000円
　　　　：団体一口 10,000円

○1食750円  ○365日／昼・夕

ちょこっとさん

「ちょこっとさん」は、身の回りのちょっとしたお困り
ごとをお手伝いをするサービスです。利用料：３００円
〈利用対象〉
・調布市内にお住まいの65才以上のひとり暮らしの
方、65才以上のみの世帯の方（応相談）

活動内容（専門性、継続性、緊急
性がなく、30分程度でできるもの）

・電球のとりかえ　・高いところからの荷物の上げ下ろしなど

　「市民相互の支え合い」を基本とした
会員制度により、在宅福祉サービス（有
料）を提供しています。協力会員（有償
ボランティア）が担い手となり、支援を
行っています。
対　象
調布市内にお住まいの概ね65歳以上の方や
心身に障害のある方、病気療養中の方やひと
り親家庭の方及び、産前産後の方。

ホームヘルプサービス
　掃除、調理、外出支
援等、自立した生活
を送るために必要な
支援を行っています。

食事サービス（配食）
　栄養のバランスを考え、
季節の旬の食材を取り入
れた手づくりの食事を配達
し、見守りを行っています。
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サービス実施

金品援助

補助（支援）

協力会員 利用会員

賛助会員

支え合い支え合い

調布ゆうあい福祉公社

調布市

居宅介護支援事業
　介護支援専門員（ケアマネージャー）が
お伺いし、契約を締結した後、ご利用者や、
ご家族の立場に立った居宅サービス計画
（ケアプラン）作成を行い、介護サービス
の紹介や調整等を行います。

外観
（施設というより、家のような雰囲気です）

テラスからの風景
（新緑や紅葉を楽しむことができ、冬は
  富士山を望むことができます）

○対　象：調布市内にお住まいの認知症の診
断を受け、かつ介護保険（要支援・
要介護）認定を受けた方。（送迎範
囲がありますのでご相談ください）

○実施日：月曜日から金曜日（祝日は営業）
　　　　　（12月29日～1月3日は除く）
○食　事：昼食とおやつは栄養バランス
　　　　　のとれた手作りです。
○主なプログラム：〈午前〉体操等
 〈午後〉趣味活動等
○入　浴：ご希望の方はご相談ください。

入間町地域密着型認知症
デイサービス「ぷちぽあん」

調布市国領高齢者在宅サービスセンター 

入間町地域密着型認知症
デイサービス「ぷちぽあん」

調布市国領高齢者在宅サービスセンター 

○対　象：調布市内にお住まいの介護保険
　　　　　（要支援・要介護）認定を受けている方。
○実施日：月曜日から土曜日

○食　事：昼食とおやつは栄養バランスの
　　　　　とれた手作りです。
○主なプログラム：〈午前〉転倒予防体操
　　　　　　　　　〈午後〉趣味活動等
○季節のプログラム：初詣・新年会・お花見・

あじさい散策・夏祭
り・敬老会・作品展・忘
年会等

○入　浴：ご希望の方はご相談下さい。

介護予防通所介護、通所介護、認知症対応型通所介護

☎042-481-7711
利用・見学については
お電話にてご相談下さい。

入間町3-22-5
☎03-3483-1681

利用・見学については
お電話にてご相談下さい。

は除く

一日の流れ

①お迎え

②転倒予防体操

③昼食

④趣味生きがい活動

⑤「ありがとうございました」

調布市地域包括支援センターゆうあい

月曜日～金曜日 午前9時～午後6時まで
土曜日 午前9時～午後5時まで
日曜日・祝日 休み※時間外は携帯電話に転送されます。

☎042－481－4973
まずはお電話を！

○地域包括支援センターは、高齢者とご家族の
ための総合相談窓口です。介護保険や調布市
の制度に関するご相談をはじめ、生活の中で
お困りのことについてご相談をお受けします。

○地域包括支援センターは、調布市見守りネットワーク事
業（愛称　みまもっと）の連絡先です。あなたの周りの高
齢者の方について、心配だな…気になるなと感じたら、
お近くの地域包括支援センターまでご連絡ください。

対　象
　①介護保険対象（要支援、要介護）の方
　②障害者総合支援法対象（居宅介護、重度訪問介護）の方
利用時間　朝７：00～夜12：00

調布ゆうあい福祉公社でもご相談を承りますが、下記の窓口
でもご相談・申込ができます。
①介護保険対象者の方の相談窓口
市役所介護保険担当又はお近くの地域包括支援センター、
居宅介護支援事業所。
②障害者総合支援法対象の方の相談窓口
市役所障害福祉課（☎042－481－7094）。支給量等が決まり
ましたら、直接調布ゆうあい福祉公社へお申し込みください。

事業内容

サービスのご利用の相談・申込窓口

訪問介護事業
専門の知識、技術を持ったヘルパーがチームとな
って、あたたかく確かなサービスをお届けします。

　『仲間がいる、話し相手がいる。雑木林につつまれた
木造りのぷちぽあんで、ゆったりと楽しい一日が過ぎ
ていく』（ぷちぽあんの大切なもの）
　武蔵野の林の面影が残る自然豊かな場所で、ゆった
りと安心して過ごして頂けます。

ドッグセラピー
（月に1回、セラピー犬が遊
  びに来てくれます）

音楽療法
（月に4回、フルート演奏に合わ
  せ懐かしい歌を楽しみます）

体操風景
（午前中、全身体操で身体
  をほぐします）

 

受
付
時
間

菊野台2・3丁目
国領町1～6丁目
国領町8丁目1・4番地

担
当
地
区

お気軽にご相談ください

調布市の高齢者等を支える
調布ゆうあい福祉公社の事業
調布市の高齢者等を支える
調布ゆうあい福祉公社の事業
調布市の高齢者等を支える
調布ゆうあい福祉公社の事業

祝日
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第25回  福祉講演会

ボランティア募集 協力会員 説明会＆基礎研修会 開催

第25回  福祉講演会

増田 太郎 講演LIVE
心の握手～支えあえる地域を目指して～
「いま、この瞬間を共に生きている」

音楽を通して、
わかちあえる特別な時間を
お過ごしください。

ヴァイオリニスト。5歳よりヴァイオリンを始め、20歳で視力を
失うが《ヴァイオリンを弾きながら歌う》独自のスタイルとその
生命力あふれる演奏が話題に。東日本大震災後に発表した楽
曲《希望の景色》やテレビ東京系《美の巨人たち》エンディン
グなどを手掛け《スポーツ祭東京2013》開会式で演奏。コン
サートに加え、音楽と講演の融合《講演LIVE》が大好評。

●出演：ヴァイオリニスト

 増田 太郎 氏
●入場：無料　申込順
　　　　定員230名
　＊視覚障害のある方はお申し出ください。
　＊手話通訳があります。
●申込方法：電話またはFAX、E-mailでお申込ください。
　　　　　　公益財団法人　調布ゆうあい福祉公社
　　　　　　TEL：042-481-7711
　　　　　　FAX：042-483-4378
　　　　　　E-mail：jusan@chofu-yu-ai.or.jp

主催：公益財団法人　調布ゆうあい福祉公社　　共催：国際ソロプチミスト東京－調布
後援：調布市、調布市医師会、調布市自治会連合協議会、調布市老人クラブ連合会
　　　調布市民生児童委員協議会、調布市社会福祉協議会、多摩南部成年後見センター
　　　調布市障害者（児）団体連合会

2015 13：30～
15：00
（13：00開場）1.31

調布市グリーンホ－ル
 小ホール

市民相互の助け合いと自立支援のための質の高いサービスの提供を通じ
て、あたたかい地域づくりを目指し、様々な在宅サービス事業を行っています。住み慣れた地域で安心して生活をつづけられ
るようサポートし、利用者の尊厳を守り、その人らしい生活を支援します。　　（公社の事業については中面をご覧ください。）

日時：12月18日（木）、１月20日（火）午前10時～12時
場所：調布ゆうあい福祉公社
資格：心身ともに健康な18歳以上の方（専門資格は不要）
申込：042－481－7711　◎月１回から活動も可能です

※詳しくは裏面をご覧ください

～空いている時間に、ボランティアをしてみませんか～

一年かけて育てる「皇帝ダリア」
グリーンクラブで育てた
花「バラ」と「ひまわり」

調布市国領高齢者在宅サービスセンター
国領町3-8-1 ☎042-481-7711
入間町地域密着型デイサービス「ぷちぽあん」
入間町3-22-5　☎03-3483-1681

　高齢や障害などにより家事援助
や食事の配達などを「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。協力会員とし
て登録するための基礎研修会を
開催します。

　朝のウェルカムドリンクの準備や片付け、ま
た午後のひとときにお話し相手や陶芸・カラオ
ケのレクリエーションの補
助などを行って下さるボラ
ンティアを募集しています。

ボランティア募集 協力会員 説明会＆基礎研修会 開催

土

増田太郎プロフィール

毎回楽しく利用者さんとお話ししながら、
活動しています。利用者さんの笑顔で長
く私はボランティアを続けられています

「活動は気負わず、楽しく」
いつも心がけているのは、相手の
方が笑顔になってもらうことです

近所のぷちぽあんでお話し
相手のボランティアを始めま
した。
皆さんの笑顔を見ると私の
方が嬉しくなります

住み慣れた地域で誰もが安心して生活をつづけるためには、
何より市民の支えあいが大切です。そのような「支えあい」
「あたたかい地域づくり」を大切にしている公社のボランティ
ア活動の一部をご紹介します。

グリーンクラブ

ゆうあいネット

デイサービスにいらっしゃる方、
ご近所の方にも「公社にいつも
花が咲いている」と好評をいた
だいています

パソコンを囲んでワイワイガヤガヤ！！
「ゆうあいネット」は介護予防の最
たるものです

デイサービス「ぷちぽあん」

食事サービスの協力会員活
動に参加することで、自分の
生活がいきいきします

手助けができること、いろ
いろな人と接することが楽
しいです

食事サービス-調理 配達 洗浄

ちょこっとさん

ホームヘルプサービス（家事援助等）


